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4/20 釧路町保健福祉センター いざ、介護が必要になった時
釧路北病院保健福祉部長
柴田　勝次　氏

脊髄小脳変性症部会 10名

4/20 北海道難病センター 第１回IBDを語ろう（医療編）
札幌厚生病院　第１消化器科
本谷 聡　先生

IBD部会 40名

4/29 北海道難病センター

「パーキンソン病に対する最新治
療、薬研治療と手術療法」

「パーキンソン病患者に対する音
楽療法の効果について」

中村記念病院
神経内科副院長
佐光　一也　先生
脳神経主任医長
高梨　正美　先生

札幌医科大学　看護学科教授
猪股　千代子　先生

パーキンソン病部会 116名

5/10 札幌アスペンホテル
エイズ患者／ＨＩＶ感染者・家族支
援調査研究事業（患者・感染者・
家族支援事業）医療講演・相談会

北海道大学病院
リハビリテーション部
堀　享一　先生
看護部　大野　稔子　氏
看護部　渡部　恵子　氏
ＭＳＷ　富田　健一　氏
臨床心理士　尾谷　ゆか　氏
情報担当官　田村　恵子　氏

北海道難病連 6名

5/11 北海道難病センター
筋無力症と診断されるとき知って
おきたいこと

市立札幌病院　神経内科
部長　松本　昭久　先生

筋無力症部会 42名

5/12 函館市保健センター 医療講演会 IBD部会 安達 篤史 IBD部会 12名

5/14 札幌医療科学専門学校 北海道難病連について
（財）北海道難病連
事務局長　小田 隆

札幌医療科学専門学校 42名

5/24 定山渓温泉「ゆらら」
第32回日本二分脊椎協会
全国大会
「就労支援について」

（財）北海道難病連
相談室　松谷　勤子

日本二分脊椎協会 50名

5/28 札幌医療科学専門学校 パーキンソン病について
パーキンソン病部会
浅井英敏、保科順子

札幌医療科学専門学校 42名

5/31 北海道難病センター 音楽療法へのお誘い
札幌大谷大学短期大学部
教授　中山　ヒサ子　先生

ALS部会 50名

5/31 とかちプラザ
・患者、介護、役員の立場から
・患者の立場から
・難病対策とP病友の会について

パーキンソン病部会
板谷　弘、藤崎　豊、山根　隆

パーキンソン病部会 25名

5/31
札幌市生涯学習センターちえ
りあ

治療の実際と最近の話題
さっぽろ神経内科クリニック
院長　深澤　俊行　先生

多発性硬化症部会 75名

5/31
札幌市身体障害者福祉セン
ター

スキンケアについて
札幌厚生病院
主任　瀬高有希子先生

オストミー部会 100名

6/1 アクア・ベール 膠原病四方山話
釧路赤十字病院内科
古川　真　先生

釧路保健所
膠原病部会

100名

検診・相談会開催一覧
2008年度　北海道難病連・部会・支部の医療講演会・
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6/1 滝川ホテル三浦華園

1）医療崩壊：現状と打開
2）腎不全と尿路感染
3）腎機能低下時Ca・P代謝異常症
への二、三の助言

砂川市立病院　泌尿器科
高塚　慶次先生

腎臓病部会 130名

6/4 札幌医療科学専門学校 リウマチについて
リウマチ部会
新堀光子、大津澄子

札幌医療科学専門学校 42名

6/8 北海道難病センター
膠原病の診断と治療
～特にＳＬＥとシェーグレン症候群
について

札幌社会保険総合病院
副院長　大西　勝憲先生

膠原病部会 78名

6/8 かでる2・7
脊柱靱帯骨化症の手術とイン
フォームドコンセント

札幌南整形外科病院
副院長　早川　満　先生

後縦靱帯骨化症部会 80名

6/8 かでる2・7
あきらめない一歩をどうしたら出来
るかという知恵

日本網膜色素変性症協会
会長　金澤　真理　氏

網膜色素変性症部会 48名

6/11 札幌医療科学専門学校 血友病について
血友病部会
大田　純、林　宏明

札幌医療科学専門学校 42名

6/15
釧路市生涯学習センター
「まなぼっと幣舞」

「リウマチ四方山話」

「音楽療法について」

釧路赤十字病院内科
古川　真　先生

札幌医科大学教授
猪股　千代子　先生
宮城大学看護学部部長
佐治　順子　先生

リウマチ部会 60名

6/18 札幌医療科学専門学校 てんかんについて てんかん部会　萩原美緒子 札幌医療科学専門学校 42名

6/21 札幌市北区民センター オストメイト相談会 部会役員 オストミー部会 13名

6/21 釧路市交流プラザさいわい
病気の理解とケア
「筋萎縮性側索硬化症」

釧路労災病院　神経内科
部長　津坂　和文　先生

北海道神経難病研究会
ALS部会

23名

6/22 札幌市東区民センター オストメイト相談会 部会役員 オストミー部会 11名

6/25 札幌医療科学専門学校
ALS（筋委縮性側策硬化症）につ
いて

ALS部会　中村　修 札幌医療科学専門学校 42名

7/2 札幌医療科学専門学校 プラダ-・ウィリ-症候群について
プラダ・ウィリ-部会
山崎のりこ、篠原みなこ

札幌医療科学専門学校 42名

7/5 かでる2・7
広範囲疼痛の考え方
～脊椎関節炎と線維筋痛症

長野県厚生連篠ノ井総合病院　リウ
マチ膠原病センター長
浦野　房三先生

線維筋痛症部会
（財）北海道難病連
ファイザー株式会社

182名

7/9 札幌医療科学専門学校
個人参加難病患者の会「あすなろ
会」について

個人参加部会
柳弘子、渡辺貢一

札幌医療科学専門学校 42名

7/12 釧路市交流プラザさいわい
多発性硬化症のあらまし～どんな
病気でどんな治療法があるの？
～

北海道大学大学院医学研究科
神経病態学講座神経内科分野
助教　新野　正明　先生

多発性硬化症部会 30名
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7/13 北海道難病センター
親が支えられなくなった時の当事
者の暮らしについて

天使病院
ＭＳＷ　枡野　裕也　氏

てんかん部会 30名

7/16 札幌医療科学専門学校 多発性硬化症について
多発性硬化症部会
日野　正人、武村　参依子

札幌医療科学専門学校 42名

7/16 北海道難病センター

第2回難病患者の就労支援に関す
る懇談会
「北海道難病連における就労支援
モデル事業の報告」

（財）北海道難病連
相談室　松谷　勤子

北海道難病連 12名

7/17 札幌コンベンションセンター

B型肝炎訴訟をはげます北海道
～すべてのウイルス性肝炎患者
の救済を～集会
「川田龍平　いのちを語る」

参議院議員　川田龍平氏

「ウイルス性肝炎患者の
救済を求める全国B型
肝炎訴訟北海道」原告
団、同弁護団、B型肝炎
訴訟原告団、同弁護
団、肝炎部会、北海道
難病連

150名

7/18 福祉センター
画像誘導下治療の進歩で切らず
に直す治療法

旭川医科大学　放射線医学
講師　山口　有則　先生

美瑛支部 24名

7/20
斜里町総合保健福祉セン
ターぽると21

肝炎治療の動向
医療法人社団　知仁会
富岡まごころ内科クリニック
医師　香山　明一　先生

網走保健所
後援　斜里町
（財）北海道難病連
肝炎部会

41名

7/20 旭川市障害者福祉センター 介護現場のこのごろ
旭川市保健所
保健師　長瀬　千恵　氏

脊髄小脳変性症部会 12名

7/24 北海道難病センター

第1回呼吸リハビリ教室
「肺の病気はここまでなおる！－
肺年齢とは？－」
「ながいきのための呼吸リハビリ
テーション」

札幌医科大学病院第三内科
准教授　田中　裕士　先生

札幌医科大学保健医療学部理学療
法学科
准教授　石川　朗　先生

札幌市委託事業 100名

7/25 藤女子大学 北海道難病連について
（財）北海道難病連
代表理事　髙田　秦一

北海道医療ソーシャル
ワーカー協会

45名

7/26 札幌市手稲区民センター オストメイト相談会 部会役員 オストミー部会 7名

7/27 札幌市西区民センター オストメイト相談会 部会役員 オストミー部会 12名

8/3 七飯町文化センター 在宅呼吸リハビリについて
独立行政法人国立病院機構
八雲病院
理学療法士　三浦　利彦　先生

筋ジストロフィー部会 40名

8/3 七飯町保健センター
網膜色素変性症の現状とロービ
ジョンケア

東北労災病院
陳　進志　先生

網膜色素変性症部会 7名

8/3 大沼国際セミナーハウス 脊髄小脳変性症について
北祐会神経内科病院
副院長　武井　麻子　先生

脊髄小脳変性症部会 24名

8/3 大沼国際セミナーハウス
乾癬について～みなさまの質問に
お答えします～

小林皮膚科クリニック
院長　小林　仁　先生

乾癬部会 25名
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8/3 七飯町役場
口腔ケアその必要性と実際・・・毎
日のくらしの中で・・・

光銭歯科医院
光銭　裕二　先生

筋無力症部会 26名

8/3 七飯町文化センター
身体疾患に随伴する精神症状に
ついて
（線維筋痛症を中心に）

伊藤メンタルクリニック
院長　伊藤　匡先生

線維筋痛症部会 18名

8/3 大中山コモン
医者の本音～難病との関わりを含
めて～

道南勤医協稜北内科・小児科クリ
ニック
院長　犬童　伸行　先生

個人参加部会 27名

8/3 七飯町文化センター 関節リウマチの克服にむけて
富田病院
理事長　河合　健先生

リウマチ部会 100名

8/3 大中山コモン 最近の透析医療の動向
平田泌尿器科
副院長　小村　秀樹　先生

腎臓病部会 43名

8/3 大沼国際セミナーハウス 全身病のパーキンソン病
函館医師会病院
神経内科医長
佐藤　達郎　先生

パーキンソン病部会 35名

8/3 大中山コモン
「慢性肝炎･肝硬変・肝がんの治療
の現況」

市立函館病院　消化器科
主任医長　山本　義也　先生

肝炎部会 40名

8/3 大沼婦人会館 外科領域から見たIBD治療
三重大学大学院
消化管・小児外科学
荒木　俊光　先生

IBD部会 62名

8/27 札幌医療科学専門学校 筋ジストロフィーについて 筋ジストロフィー部会　川口　雅紀 札幌医療科学専門学校 42名

8/31 北海道難病センター
橋本病の診断、治療および予後
の考え方

上條内科クリニック
院長　上條　桂一　先生

北海道難病連
個人参加部会

54名

9/28 稚内市総合勤労者会館
関節リウマチ、全身性エリテマトー
デス強皮症の治療、今後の見通し

北海道大学大学院医学研究科
病態内科学講座
第二内科教授　小池　隆夫　先生

リウマチ部会
膠原病部会

5名

9/3 北見市総合福祉会館
COPD（慢性閉塞性肺疾患）は治
るのか？

札幌医科大学第3内科
助教　藤井　偉　先生

北見支部
低肺部会

28名

9/3 札幌医療科学専門学校 ベーチェット病について ベーチェット病部会　平田　幸子 札幌医療科学専門学校 42名

9/10 札幌医療科学専門学校
社会福祉法人はばたき福祉事業
団について

社会福祉法人
はばたき福祉事業団
杉山　逸子、林　宏明

札幌医療科学専門学校 42名

9/13 北海道難病センター
モヤモヤ病～専門医として伝えた
い事～

北海道大学神経外科
講師　黒田　敏　先生

もやもや病部会 38名

9/17 札幌医療科学専門学校 ダウン症について ダウン症部会　三好　明子 札幌医療科学専門学校 42名
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9/20 遠軽厚生病院

難病医療・福祉従事者研修会―オ
ホーツク圏の医療を考える―
「北見赤十字病院における診療体
制について―難病患者の診療の
現状と課題―」

「自己免疫性疾患についてー膠原
病、関節リウマチなどー」

「難病とリハビリテーション」

北見赤十字病院
院長　吉田　茂夫　先生

北海道大学大学院医学研究科 内科
学講座・第二内科
助教　堀田　哲也　先生

日鋼記念病院リハビリテーション科
センター長　高橋　邦彦　先生

北海道難病連 20名

9/20
札幌市社会福祉福祉総合セ
ンター

サルコイドーシス相談・交流会
大道内科・呼吸器科クリニック
院長　大道　光秀　先生

個人参加部会 12名

9/20 北海道難病センター
治療が終わって
-病院とどうつきあっていくか-

札幌徳洲会病院　小児血液科
岡　敏明　先生
天使病院　小児診療部
飯塚　進先生

小児がん部会 25名

9/20 札幌市厚別区民センター オストメイト相談会 部会役員 オストミー部会 13名

9/21 札幌市白石区民センター オストメイト相談会 部会役員 オストミー部会 13名

9/21 遠軽厚生病院
「北海道委託事業」難病医療・福
祉相談会

独立行政法人国立病院機構
札幌南病院神経内科
菊地　誠志　先生

北海道大学大学院医学研究科内科
学講座
助教　堀田　哲也　先生

勤医協中央病院　整形外科
堺　慎　先生

日鋼記念病院　リハビリテーション科
センター長高橋　邦彦　先生

日鋼記念病院　リハビリテーション科
言語聴覚士　三上　規寛　氏

遠軽厚生病院
MSW　芦野　健一　氏

北見赤十字病院
MSW　堀　健太郎　氏

北海道
北海道難病連
遠軽町
湧別町
上湧別町
佐呂間町

74名

9/24 札幌医療科学専門学校 乾癬について 乾癬部会　梁田　剛、小林　章夫 札幌医療科学専門学校 42名

9/27 釧路市交流プラザさいわい 講演を聴く会・交流会
千葉大学
教授　高橋　政代　先生

網膜色素変性症部会 20名

9/27 北海道難病センター ことばのリハビリ
北祐会神経内科病院
言語聴覚士　藤田　賢一　氏

脊髄小脳変性症部会 49名

9/28 稚内市総合勤労者会館
関節リウマチ・全身性エリテマトー
デス・強皮症の治療：今後の見通
し

北海道大学病院医学研究科
病態内科学講座
第二内科教授　小池　隆夫　先生

膠原病部会
リウマチ部会稚内支部

41名
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9/28 室蘭市市民会館

「室蘭のパーキンソン病患者にお
ける背景・因子について」

「パーキンソン病の最近の考え方」

「Q&A」

大川原脳神経外科　神経内科
部長　石丸　浩平　先生

いわみざわ神経内科・内科CLINIC
院長　伊藤　和則　先生

大河原脳神経外科病院
薬剤部長　本間　裕隆　先生

パーキンソン病部会 130名

9/28 釧路町保健福祉センター
口腔ケアから始めよう
～規則正しい生活と合併症の予
防

阿寒町デイサービスセンター
看護師　阿部　由理　氏

脊髄小脳変性症部会 16名

10/5 木野コミュニティセンター サプリメントを知ろう
十勝勤医協帯広病院
舘野　知己　先生

主催　音更支部
共催　北海道MSW協会
東支部

22名

10/12 函館市総合福祉センター
新薬の使用経験ガバペンチンとト
ピラメート

福島神経クリニック　院長
福島　克之　先生

てんかん部会 40名

10/15 西保健センター

札幌市難病患者等地域支援対策
推進事業
「パーキンソン病の最新治療と日
常生活の過ごし方」

「パーキンソン病の患者会につい
て」

北祐会神経内科病院
本間　早苗　先生

パーキンソン病部会
藤井　國男、保科　順子

西区保健福祉部健康・
子ども課

15名

10/18 札幌市豊平区民センター オストメイト相談会 部会役員 オストミー部会 10名

10/18 森町保健センター

平成20年度　看護地域別道南北
支部難病医療講演会
「北海道難病連の活動紹介」

｢パーキンソン病について｣

（財）北海道難病連
函館支部　佐藤　秀臣

市立函館病院　神経内科
丸尾　泰則　先生

北海道看護協会 20名

10/18 札幌コンベンションセンター

平成20年度難病医療研修会～地
域で暮らす神経難病療養者の支
援～

「(財）北海道難病連の難病検診と
相談活動の紹介～北海道委託事
業の難病医療、福祉相談会を実
施して～」

「神経内科専門医無医地区におけ
る在宅人工呼吸器装着ALS患者
の療養環境調査～北海道宗谷支
庁の例～」

「難病患者支援体制に向けた地域
からのアプローチ～難病があって
も障害があってもやっぱりここで暮
らしたい・・実現に向けて～」

（財）北海道難病連
相談室　森元　智恵子

市立稚内病院医療支援相談室
深道美樹子　氏

枝幸町保健福祉センター
工藤　裕子　氏

北海道難病医療ネット
ワーク協議会

100名

10/18 休暇村支笏湖

「血友病のキャリアの診断、インヒ
ビター問題」

「関節を守ろう！！－血友病関節
症の予防と治療－」

「フォン・ウィルブランド病（因子）に
ついて」

天使病院　小児診療部
飯塚　進　先生

札幌徳洲会病院　小児科
岡　敏明　先生

さとう小児科
佐藤　琢司　先生

血友病部会 36名

10/18 野幌公民館
膠原病を知ろう～健やかに日々を
過ごすために～

佐川昭リウマチクリニック
院長　佐川　昭　先生

膠原病部会 24名



開催
日

会　　場 テ　　ー　　マ 講　　師　　名 主　　　催
参加
人数

10/18 北海道難病センター
パーキンソン病の日常生活の注
意点

北海道医療大学
佐々木　栄子　先生

パーキンソン病部会 60名

10/19 札幌市南区民センター オストメイト相談会 部会役員 オストミー部会 10名

10/19 旭川市障害者福祉センター 腎移植ってなんだろう 札幌市立病院　平野　哲夫先生
旭川市
腎臓病部会

100名

10/19 森町国民健康保険病院
「北海道委託事業」難病医療・福
祉相談会

市立函館病院神経内科
丸尾　泰則　先生

勤医協中央病院内科
松本　巧　先生

函館稜北病院　整形外科
及能　義広　先生

北祐会神経内科病院　リハビリテー
ション科　寒澤　圭介　氏
函館稜北病院
MSW　青木　達人　氏

北海道
北海道難病連
森町

31名

10/25 北海道難病センター
眼の病気～サルコイドーシスの眼
病変を中心に～

NTT東日本札幌病院
眼科　合田　千穂　先生

個人参加部会 36名

10/25 恵庭リサーチビジネスパーク

「パーキンソン病と上手につきあ
う」

「Q&A」

千歳第一病院　神経内科
部長　磯部　千明　先生

北海道文教大学
教授　松本　博之　先生

パーキンソン病部会
山根　隆

共催
パーキンソン病部会

60名

10/25 白老町いきいき生活館 脊柱靱帯骨化症について
中野整形外科病院
院長　中野　達　先生

後縦靱帯骨化症部会 20名

10/25 上川支庁　講堂 難病（IBD）医療講演会
札幌東徳洲会病院
前本　篤男　先生

北海道上川保健所
旭川保健所
旭川支部
IBD部会

157名

10/26
室蘭市障害者総合福祉セン
ター

てんかん（その正しい理解のため
に）

室蘭こころのクリニック
院長　角　哲雄　先生

てんかん部会室蘭支部 90名

10/26 札幌市身体障害者センター メーキャップ講習会 資生堂販売（株）札幌支社 網膜色素変性症部会 7名

10/26 北海道難病センター

「ALS　筋萎縮性側索硬化症～病
気と療養生活について」

「ALS　～難病医療ネットワークの
取り組み」

独立行政法人国立病院機構札幌南
病院
神経内科　土井　静樹　先生

北海道難病医療ネットワーク連絡協
議会　蛸島　八重子　氏

札幌市委託事業 57名

10/31 北海道難病センター

第2回呼吸リハビリ教室
「COPDの正しい理解と最近の話
題」

「ながいきのための呼吸リハビリ
テーション」

札幌医科大学病院第三内科
助教　藤井　偉　先生

札幌医科大学保健医療学部理学療
法学科
准教授　石川　朗　先生

札幌市委託事業 79名

11/2 北海道難病センター
ベーチェット病について(神経ベー
チェットを中心に）

北里大学医学部膠原病・感染症内科
学　廣畑　俊成　先生

ベーチェット病部会 40名



開催
日

会　　場 テ　　ー　　マ 講　　師　　名 主　　　催
参加
人数

11/3 北海道難病センター
多発性硬化症のために自宅でで
きる筋トレ運動

さっぽろ神経内科クリニック
理学療法士
吉田　良　先生

多発性硬化症部会 20名

11/7 釧路市交流プラザ 筋無力症と付き合っていくために
釧路保健師
大野　いずみ　氏

筋無力症部会 10名

11/8
釧路市観光国際交流セン
ター

B型・C型肝炎の最新治療

市立釧路総合病院
副院長　米澤　和彦　先生
勤医協ねむろ病院
院長　田辺　利男　先生

主催　釧路保健所
協力　肝炎部会

90名

11/9 釧路市民活動センター
てんかんの理解～日常生活も含
めて～

清水桜が丘病院
院長　清水輝彦　先生

てんかん部会 25名

11/10 北海道難病センター 高等養護学校入学者選考説明会

北海道教育庁学校教育局
特別支援教育課
教育指導グループ主査
小原　直哉　氏

ダウン症部会 23名

11/15 札幌市清田区民センター オストメイト相談会 部会役員 オストミー部会 6名

11/16 札幌市中央区民センター オストメイト相談会 部会役員 オストミー部会 15名

11/16 旭川市身体障害者センター 交流会・相談会
国立障害者リハビリテーションセン
ター
山田　信也　氏

網膜色素変性症部会 15名

11/16 北海道難病センター
再生不良性貧血～治療法の変遷
と長期予後への影響～

北海道大学病院第三内科
准教授　橋野　聡　先生

札幌市委託事業 20名

11/16 稚内市総合勤労者会館
「腎臓移植の概要説明」
「移植体験を語る」

北海道移植協議会
会長　松浦　信博　先生他

腎臓病部会
共催北海道移植者協議
会

39名

11/18 札幌市教育文化会館
セミナー
発達障がいの退行と老化につい
て

東京学芸大学　菅野　敦　先生
文教大学　霜田　浩信　先生

ダウン症部会 128名

11/18
財団法人札幌市在宅福祉
サービス協会　研修室

(財）札幌市在宅福祉サービス協
会　職員研修
「難病と生活」

（財）北海道難病連
相談室　森元智恵子
福祉機器事業課　松田　隆史

(財）札幌市在宅福祉
サービス協会

80名

11/22 北海道難病センター
北海道難病連作業所連絡会
「就労支援事業への取り組み報
告」

（財）北海道難病連
相談室　松谷　勤子

北海道難病連 10名

11/28 北見市総合福祉会館

－肝がんの不安が無くなる世の中
を目指して－
・肝臓によい日常生活
・ウィルス性肝炎を取り巻く状況と
最新医療

札幌緑愛病院
肝臓センター所長
川西　輝明　先生

共催　肝がん検診団
肝炎部会北見支部
シェリング・プラウ（株）

20名

11/29 日専連ビル

「パーキンソン病とその治療」

「パーキンソン病のリハビリテー
ションと環境整備」

「出演医師によるQ&A」

小樽セントラルクリニック
院長　新谷　俊幸　先生

北海道済生会小樽病院
有吉　直充　先生

越前谷脳神経クリニック
院長　越前谷　幸平　先生

札樽・すがた医院
院長　菅田　忠夫　先生

共催
パーキンソン病部会

50名



開催
日

会　　場 テ　　ー　　マ 講　　師　　名 主　　　催
参加
人数

11/30 北海道難病センター

「神経線維腫症Ⅰ型（フォン・レック
リングハウゼン病）の遺伝子～ここ
までわかる～」

「神経線維腫症Ⅰ型の遺伝カウン
セリング」

天使病院小児科　臨床遺伝診療室
外木　秀文　先生

国立育成医療センター　遺伝カウン
セラー　三原喜美恵　氏

札幌市委託事業 39名

12/7
札幌市身体障害者福祉セン
ター

「人工肛門の合併症と人工肛門を
取り巻く状況について」

「安心できる在宅生活、訪問看護
の利用法について」

勤医協中央病院
副院長　河島秀昭先生

道在宅ケア事業団訪問看護
副主幹　星野恵美子先生

オストミー部会 70名

12/7 北海道難病センター
若いリウマチ患者のための相談会
～妊娠・子育て～

NTT東日本札幌病院　内科
村上　理恵子　先生

札幌市委託事業 20名

12/9 白石保健センター
北海道難病連の患者支援活動と
関係機関の連携について

（財）北海道難病連
相談室　森元智恵子

白石区保健福祉部健
康・子ども課

20名

12/10 北海道難病センター 思春期を迎える我が子 守屋　陽子　氏 ダウン症部会 29名

12/14 厚岸町情報館
IBD（潰瘍性大腸炎・クローン病）
の内科治療

札幌東徳洲会病院
蘆田　知史　先生

IBD部会
厚岸浜中支部

50名

12/18 北海道難病センター

平成20年度難病患者等ホームヘ
ルパー養成研修事業

「札幌市における難病患者支援対
策について」

「難病患者のリハビリに関する基
礎知識」

「難病患者及び家族の理解」

「リウマチ・膠原病に関する基礎知
識」

札幌市保健福祉局
保健所健康企画課

北の暮らしと地域ケア研究所
代表　鈴木　英樹　先生

日本ALS協会北海道支部
支部長　中村　修　氏

北海道大学大学院医学研究科 内科
学講座・第二内科
助教　堀田　哲也　先生

札幌市委託事業 49名

1/24 北海道大学病院

エイズ患者／ＨＩＶ感染者・家族支
援調査研究事業（臨床医師等ネッ
トワーク推進事業）北海道エイズ
ブロック拠点病院研修会

「若年者予防啓発の実際～山形
県ＰＮＹの取り組み～

東京医療保険大学医療保健学部
看護学科　渡會　睦子　先生

北海道難病連 46名

1/25 北海道大学

エイズ患者／ＨＩＶ感染者・家族支
援調査研究事業（臨床医師等ネッ
トワーク推進事業）北海道エイズ
ブロック拠点病院研修会

シンポジウムテーマ「在宅療養支
援の実際～札幌での取り組み～」

兵庫医科大学付属病院
地域医療・総合相談センター
助教　伊賀　陽子　先生

訪問看護ステーションふじ
本間　智美　氏

ＮＰＯ法人ホップ障害者地域生活支
援センター
佐藤　綾　氏

北海道大学病院
ＭＳＷ　富田　健一　氏
医師　遠藤　知之　先生
看護師　渡部　恵子　氏

北海道難病連 57名



開催
日

会　　場 テ　　ー　　マ 講　　師　　名 主　　　催
参加
人数

2/12 北海道難病センター

筋委縮性側策硬化症（ALS）患者
支援に関する研修会

「自薦ヘルパーについて」

「自薦ヘルパー利用者の声」

｢コミュニケーション支援に関する
福祉用具について」

「難病医療ネットワーク推進事業
について」

「日本ALS協会北海道支部の活動
紹介」

「北海道難病連相談室の紹介」

NPO法人障害者自立生活センター・
IL－ism
代表　花田　貴博　氏
有限会社　エンパワーオフィス
ケアコーディネーター
清藤　琢理　氏

日本ALS協会北海道支部
支部長　中村　修　氏

（財）北海道難病連
福祉機器事業課　伴　圭介

北海道難病医療ネットワーク連絡協
議会　蛸島　八重子　氏
日本ALS協会北海道支部
事務局長　松田　静枝　氏

（財）北海道難病連
相談室　高田いづみ

北海道難病連 20名

2/21 旭川市障害者福祉センター てんかんの新しい治療薬、治療法
静岡てんかん・神経医療センター　高
橋幸利　先生

てんかん部会 80名

2/23 北海道難病センター
北海道難病連の相談事業につい
て

（財）北海道難病連
相談室　森元　智恵子

手稲区保健福祉部健
康・子ども課

11名

2/23 清田保健センター

「IBDについて」

「北海道難病連の患者支援活動
患者会活動について」

札幌東徳洲会病院
蘆田　知史　先生

（財）北海道難病連
相談室　鈴木　洋史

IBD部会　安達　篤史

清田区保健福祉部健
康・子ども課

20名

3/7 旭川ステーションホテル

エイズ患者／ＨＩＶ感染者・家族支
援調査研究事業（患者・感染者・
家族支援事業）旭川地区　医療講
演・相談会

旭川医科大学
院長　松野　丈夫　先生
医師　古谷野　伸　先生
看護師・ＭＳＷなど4名

北海道難病連 4名

3/7 サークルさっぽろ

エイズ患者／ＨＩＶ感染者・家族支
援調査研究事業（臨床医師等ネッ
トワーク推進事業）ＨＩＶ検査相談
員研修

ぷれいす東京　生島　嗣　氏 北海道難病連 5名

3/8 かでる２・７

エイズ患者／ＨＩＶ感染者・家族支
援調査研究事業（臨床医師等ネッ
トワーク推進事業）
第22回北海道HIV臨床懇話会

独立行政法人国立病院機構札幌南
病院
看護部　平野　洋子　氏
帯広厚生病院
看護部　佐々木　育子　氏
市立旭川病院
内科　三宅　高義　先生
札幌医科大学　第一内科
若杉　英樹　先生

社会福祉法人はばたき福祉事業団
北海道支部
杉山　逸子　氏

札幌徳洲会病院　小児科
岡　敏明　先生
帯広厚生病院　第四内科
小林　一　先生

北海道難病連 52名



開催
日

会　　場 テ　　ー　　マ 講　　師　　名 主　　　催
参加
人数

3/10 札幌市西区民センター

「パーキンソン病～病気と治療・ケ
ア」

「パーキンソン病～事例①
No.9174」

「パーキンソン病～事例②
No.9175」

「パーキンソン病～専門医からの
アドバイス」

「全国パーキンソン病友の会北海
道支部の紹介」

北祐会神経内科病院 診療部長　医
師　本間　 早苗　先生

北祐会神経内科病院 医療福祉部
MSW　渡邉　 愛　氏

札幌山の上病院 地域医療連携室
保健師　押田 美和子　氏

札幌山の上病院
院長  医師　千葉　進　先生

パーキンソン病部会　保科　順子

西区在宅ケア連絡会 110名

3/19 弟子屈町「のっけトドワラ」

1)季節の変わり目に気をつけたい
こと
2)福祉車両の安全について
3)頭と体を使おう（ストレッチ・頭の
体そう）

弟子屈町役場
保健師
山口　洋子　氏

標茶・弟子屈支部 15名

3/28 北海道難病センター

第11期在宅の人工呼吸器使用患
者のためのボランティア養成講座
「疾病についての講義」

「患者・家族からの体験談」

「人工呼吸器の説明」

「口腔ケアについて」

「吸引の実技指導」

独立行政法人国立病院機構札幌南
病院
神経内科　南　尚哉　先生

日本ALS協会北海道支部

フジ・レスピロニクス株式会社北海道
支店　浦島　貢　氏

独立行政法人国立病院機構札幌南
病院神経内科病棟
看護師　五十嵐　幸一　氏
看護師　二本木　倫子　氏

（財）北海道難病連 34名

3/28 釧路キャッスルホテル 関節リウマチ治療のゴールは？
北海道大学大学院医学研究科内科
学講座第二内科
渥美　達也　先生

膠原病部会 150名

3/28 北見市総合福祉会館

－肝がんの不安が無くなる世の中
を目指して－
・肝臓によい日常生活
・ウィルス性肝炎を取り巻く状況と
最新医療

札幌緑愛病院肝臓センター所長
川西　輝明　先生

共催　肝がん検診団
肝炎部会
北見支部
シェリング・プラウ（株）

30名


