
開催日 会　　場 テ　　ー　　マ 講　　師　　名 主　　　催
参加
人数

4/8 北海道難病センター
①葉酸は赤ちゃんのビタミン
②スポーツを通じてすべての人に笑
顔と笑いを

①津島リハビリテーション病院
　　院長　近藤　厚生　先生
②障害者スポーツ普及団体
　　「ありーさだ」　正木　英之　氏

二分脊椎症部会 40

4/9 北翔大学短期大学部 「北海道難病連の相談活動について」
北海道難病連
　相談室　主任　中坂昌子

北翔大学短期大学部 140

4/14 かでる２・７ 皮膚は地球を救う
大阪大学大学院再生誘導医学講座
　教授 玉井　克人　先生

乾癬部会 142

4/14 北海道難病センター 脊柱靭帯骨化症の診断と治療
北海道大学大学院医学研究科
　体幹支持再建医学分野
　　教授　鐙　邦芳　先生

脊柱靭帯骨化症部会 80

4/15 帯広市グリーンプラザ
パーキンソン病に対するリハビリテー
ション

北斗病院　医療技術部
　理学療法科　品田　慶太郎　先生

パーキンソン病部会 60

4/15 北海道難病センター
①データと事例からみたＩＢＤの障害年
金
②ＩＢＤ患者が利用できるサービス

①社会保険労務士　松平　貴弘氏
②手稲渓仁会病院
　　　MSW　宇佐美　多恵　氏

ＩＢＤ部会 29

4/16
札幌医学技術福祉歯科専門
学校

札幌医学技術福祉専門学校VO説明会
(財）北海道難病連
　相談室　鈴木　洋史

札幌医学技術福祉歯科
専門学校

66

4/19 札幌市中央区民センター
札幌市中央区社会福祉協議会VO説明
会

(財）北海道難病連
　事務局長　福田　道信

札幌市中央区社会福祉
協議会

15

4/29 旭川市ときわ市民ホール 難病対策の到達点と今後の課題 ＩＢＤ部会　副会長　萩原　英司　氏 ＩＢＤ部会 21

4/30
札幌市社会福祉総合セン
ター

①その薬は正しく効いていますか～薬
剤師としての役割を考える
②パーキンソン病治療の今後ｉｎ２０１２

①テイク調剤 岩見沢メデカル薬局
　　社長　武部　正則　氏
②いわみざわ神経内科・内科ＣＬＮＩＣ

　院長 伊藤　和則　先生

パーキンソン病部会 200

5/9 厚生労働省
難病相談支援センターのあり方に関す
る緊急フォーラム

(財）北海道難病連
　事務局長　福田　道信

希少性難治性疾患患者
に関する医療の向上及
び患者支援のあり方に
関する研究班

25

5/27 北見経済センター 透析療法の合併症
北見北斗病院
　院長　石田　卓也　先生

腎臓病部会 57

6/2 札幌市身体障害者センター
人口肛門・膀胱について、最新の治療、
ケアについて

札幌徳洲会病院　外科
　副院長　北川　真吾　先生
札幌徳洲会病院　ストーマ外来
　看護師　堀切　由佳　氏

オストミー部会 60

6/2 北区民センター 医療的ケアと自立支援医療について 北海道保健福祉部福祉局 筋ジストロフィー部会 40

6/3 釧路市生涯学習センター 炎症性腸疾患について 釧路市赤十字病院　　二瓶　和喜　先生 ＩＢＤ部会 27

6/17 北海道難病センター

①リウマチと上手に付き合うために～利
用できる医療制度
②障害年金について
③靴の悩みについて

①北海道難病連
　　相談室　鈴木　洋史　氏
②障害年金サポート社労士の会
　　代表　加福　保子　氏
③アルファ美輝

　代表取締役　木田　倫子　氏

リウマチ部会 38

6/24 北見赤十字病院
―難聴治療の最近の進歩―
「突発性難聴を中心にして」

北見赤十字病院　頭頸部・耳鼻咽喉科
　耳鼻咽喉科部長　金井　直樹　先生

北見支部 38

6/30 札幌市教育文化会館

第１回「呼吸リハビリ教室」
①「呼吸器アレルギーの病気～役立つ
知識の最新知識～」
②「“呼吸器疾患のリハビリテーション”」

①NPO法人札幌せき・ぜんそく・
　　アレルギーセンター　理事長
　　医大前南4条内科
　　院長　田中　裕士　先生
②神戸大学大学院保健学研究科
　　地域保健学領域教授（医学部教授）
　　石川　朗　先生

札幌市委託事業 50

7/8 北海道難病センター
橋本病100周年記念講演
－甲状腺の病気－

上條内科クリニック院長
　上條　桂一　先生

個人参加部会 38

7/11 北海道難病センター
ベビー・チャイルドマッサージ
(１回目)

HOCORU(ホコル)代表　チャイルド
　セラピスト　中島　直子氏　他5名

ダウン症部会 6

検診・相談会開催一覧
2012年度　北海道難病連・部会・支部の医療講演会・



開催日 会　　場 テ　　ー　　マ 講　　師　　名 主　　　催
参加
人数

7/29 苫小牧市民活動センター
脊髄小脳変性症（多系統萎縮症を含
む）の最近の治療

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 20

7/29 苫小牧市民会館 最新の透析医療について
(医)養生館苫小牧日翔病院
　臨床工学部　部長　阿部　正道　氏

腎臓病部会 36

7/29 苫小牧市文化会館 相談会
中村記念病院脳神経外科
　中川原　譲二　先生

もやもや病部会 18

7/29 苫小牧市民会館 関節リウマチの薬について
医療法人社団保生会
　理事長　沖一郎　先生

リウマチ部会 43

7/29 苫小牧市民会館 身体のゆがみと健康
橋場カイロプラクティクスオフィス
　代表　橋場　加和梨　先生

筋無力症部会 11

7/29 苫小牧市文化会館
最近のＩＢＤ治療と食事・日常生活のバ
ランス

札幌厚生病院ＩＢＤセンター
　田中　浩紀　先生
　栄養科長　出村　富美江　先生

ＩＢＤ部会 58

7/29 苫小牧市民会館
乾癬で気になること
・日常生活の注意点

小林皮膚科クリニック
　院長　小林　仁　先生

乾癬部会 42

7/29 苫小牧市民活動センター

積極的な免疫抑制剤併用による膠原病
治療の進歩と生活習慣病のコントロー
ルによる膠原病患者の予後向上につい
て

苫小牧市立病院
　内科診療部長　浄土　智　先生

膠原病部会 31

7/29 苫小牧市民会館
福山型先天性筋ジストロフィーの
現況と遺伝子登録の意義

日筋協理事
　医師　貝谷　久宜　先生

筋ジストロフィー部会 40

7/29 苫小牧市民活動センター
「パーキンソン病の新薬と再生医療の展
望」

北祐会神経内科病院　本間　早苗先生 パーキンソン病部会 67

7/29 苫小牧市民活動センター 「ALSの在宅療養について」
国立病院機構愛媛病院　神経内科医長
　橋本　司先生

ALS部会 23

7/29 苫小牧市民活動センター 「北海道でのてんかん治療連携」
札幌医科大学　脳神経外科教授
　三國　信啓先生

てんかん部会 18

7/29 苫小牧市文化会館
「肝臓病のウイルス治療・栄養療法のト
ピックス」

札幌厚生病院 第３消化器科
　髭　修平先生

肝炎部会 15

7/29 苫小牧市民活動センター
「Let'sエクササイズ　～自分のカラダと
会話してみよう～」

苫小牧ケアライフ王子
　理学療法士　会津　圭崇先生

脊柱靭帯骨化症部会 30

8/19 とかちプラザ
難病対策と特定疾患医療受給者証につ
いて

帯広保健所　子ども健康推進課
主任保健師　太田　敦　氏

IBD部会 7

8/19 旭川高等看護学院 「北海道難病連の相談活動について」
北海道難病連
　相談室　主任　中坂昌子

旭川高等看護学院 17

8/25 厚岸町　生活改善センター
リハビリテーション科専門医からみた 地
域・家庭における リハビリテーションの
ヒント

北海道大学病院リハビリテーション科
　松尾雄一郎　先生

（財）北海道難病連　厚
岸・浜中支部

55

8/26 町立厚岸病院 難病医療・福祉相談会

帯広厚生病院　第3内科
　小谷　俊雄　先生
北海道大学病院　神経内科
　佐久嶋　研　先生
勤医協中央病院　整形外科
　大川　匡　先生
北海道大学病院　リハビリテーション科
　松尾　雄一郎　先生
北祐会神経内科病院
　理学療法士 坂野　康介　先生
釧路ろうさい病院
　MSW　伊藤　慶洋　先生

北海道委託事業 13

9/2 札幌市教育文化会館
「難病患者・障害者の災害への備え方
〜大震災に学ぶ集い」

札幌市保健福祉局総務部総務課
　福祉活動推進担当係長　只野　徹　氏
（公社）日本オストミー協会
　札幌支部　相良　和利　氏
全国膠原病友の会
　北海道支部　埋田　晴子　氏
日本ALS協会北海道支部
　深瀬　和文　氏
札幌市白石区保健福祉部
　医事担当部長　鈴木　直己　氏

札幌支部 81



開催日 会　　場 テ　　ー　　マ 講　　師　　名 主　　　催
参加
人数

9/8
朱鷺メッセ新潟コンベンション
センター

①「乾癬はあなたにとって本当に敵
　　なのか？」
②「乾癬医学経済学気になる
乾癬のお値段は？」

①群馬大学医学部
　　皮膚科　安部　正敏　先生
②辻本皮膚科
　　院長　辻本　友高　先生

乾癬部会ほか 100

9/8 釧路市交流プラザ　さいわい 筋無力症の診断と治療
釧路労災病院　神経内科部長

津坂 和文 先生
筋無力症部会 ７

9/9 北海道立羽幌病院 難病医療・福祉相談会

北海道医療センター リウマチ科
　市川　健司　先生
北海道大学病院　神経内科
　廣谷　真　先生
道北勤医協一条通病院
　整形外科 芳賀　千明　先生
日鋼記念病院
　ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 高橋　邦彦　先生
北祐会神経内科病院
　理学療法士 伊藤　裕子　先生
苫小牧東病院  言語聴覚士
　山越　高宏　先生
総合福祉センターさんあい
　MSW  岡　大輔　先生

北海道委託事業 27

9/23 旭川市ときわ市民ホール 保健相談と音楽療法
旭川保健所
　保健師　山本　真意　氏

脊髄小脳変性病部会 31

9/29 函館市総合保健センター 脊柱靭帯骨化症について
函館中央病院　院長
　橋本　友幸先生

脊柱靭帯骨化症部会
難病連函館支部

52

9/29 釧路市交流プラザさいわい 難病についての動向と保健相談
北海道難病連釧路支部
　支部長　今野　悦夫　氏
釧路保健所　保健師　小川　恵理子　氏

脊髄小脳変性症部会 13

9/30 北海道難病センター
「大動脈炎症候群の診断と治療」
「福祉制度説明」

北海道大学病院第二内科
　助教　堀田　哲也　先生
北海道内科リウマチ科病院
　MSW　沖　隆一先生

札幌市委託事業 29

10/2 北海道難病センター
ベビー・チャイルドマッサージ
(２回目)

HOCORU(ホコル)代表　チャイルド
　セラピスト中島　直子　氏他４名

ダウン症部会 7

10/6 札幌市産業振興センター

①「血液製剤の使い方」
②「みんなで作ろう血友病包括診療
　　ネットワーク」
③「血友病の歯科治療」
④「佐久間均一先生の思い出」

①天使病院
　　小児科　飯塚　進　先生
②札幌徳洲会病院
　　小児科　岡　敏明　先生
③北海道大学大学院歯学研究科
　　内科学教室　北川　善政　先生
④さとう小児科　佐藤　琢司　先生

血友病部会 39

10/7 北海道難病センター 療養生活を支えるピアサポーター

老健施設リハビリ課
　課長　肥田　理恵　氏
老健施設ケアプランナー
　佐々木　聖城　氏　他２名

脊髄小脳変性症部会 38

10/7 豊富町自然観察館
①「二十年ひと昔」
②「乾癬治療の最前線」

①小林皮膚科クリニック
　　院長　小林　仁　先生
②ＪＲ札幌病院　皮膚科
　　科長　伊藤　圭　先生

乾癬部会 60

10/8 かでる２・７

第２回「呼吸リハビリ教室」
①「知って 学ぼう　肺の病気
～悪くなる前に予防を～」
②「ながいきのための呼吸リハビリテー
ション」

①NPO法人札幌せき・ぜんそく・
　　アレルギーセンター　理事長
　　医大前南4条内科
　　院長　田中　裕士　先生
②神戸大学大学院保健学研究科
　　地域保健学領域教授（医学部教授）
　　石川　朗　先生

札幌市委託事業 67

10/10
札幌市ボランティア研修セン
ター

（財）北海道難病連の活動について
(財）北海道難病連
　事務局長　福田　道信

札幌市社会福祉協議会 15

10/13 釧路市交流プラザ　さいわい 身体の動き～関節と筋肉～
釧路協立病院　リハビリ技士長
　理学療法士　遠藤　力　先生

リウマチ部会 40

10/14
函館市
総合福祉センター

筋萎縮性側索硬化症について
市立函館病院　医療部長・神経内科長
　丸尾　泰則　先生

ALS部会 33

10/14
音更町
木野コミュニティセンター

嚥下障害・発声障害のリハビリについて
(食物が飲み込みづらい、声がでづらい
等で困っていませんか)

帯広徳洲会病院　リハビリテーション科
　言語聴覚士　柴田　円里　氏

音更支部
北海道医療
ソーシャルワーカー協会

20



開催日 会　　場 テ　　ー　　マ 講　　師　　名 主　　　催
参加
人数

10/21 函館市総合保健センター 膠原病のトータルケア
おぐらクリニック
　院長　小椋　庸隆　先生

膠原病部会
函館支部

53

10/28 函館市総合保健センター パーキンソン病の治療は変わる

市立函館病院　神経内科
　丸尾　泰則先生
いわみざわ神経内科・内科クリニック
　院長　伊藤　和則　先生

パーキンソン病部会 120

10/28 福祉センター 福祉制度の全般利用について
障害者生活支援センターぱすてる
　所長　河村　吉造　氏

てんかん部会 9

11/11 とかちプラザ 第２４回　障害年金無料相談会　in 帯広

社会保険労務士
　加福　保子　氏
　熊谷　たか子　氏
　河合　泰信　氏
　小松　勢津子　氏

十勝支部
障害年金サポート
社労士の会

11/11 KKRホテル札幌
あなたの腎臓を守るため
～早期発見と悪化を防ぐ

北海道医療センター
　副院長　河田　哲也　先生
市立札幌病院腎臓内科
　副医長　伊藤　政典　先生

腎臓病部会 228

11/11 かでる２・７ 乾癬の病態と治療の最前線
小林皮膚科クリニック
　副院長　有田　賢　先生

乾癬部会
日本臨床皮膚科医会

78

11/11 北海道難病センター 膠原病の数値のみかた
札幌医科大学附属病院
　第一内科　助教　山本　元久　先生

膠原病部会 43

11/12 西区保健センター 札幌市西区難病研修会
北海道難病連
　相談室　主任　中坂昌子

札幌市 25

11/24 北海道難病センター 障害者総合支援法について
パーキンソン病部会
　三津橋　彬　氏

パーキンソン病部会 15

11/29 北海道難病センター
平成２4年度　札幌市難病患者等ホーム
ヘルパー養成研修会　　　（難病患者等
ホームヘルパー養成研修基礎過程Ⅰ）

札幌市保健福祉局
　保健所健康企画課
　保健師　　綿谷氏
北のくらしと地域ケア研究所
　代表　鈴木　英樹先生
日本ＡＬＳ協会
　北海道支部長　深瀬　和文氏
　事務局長　松田　静枝氏
難病医療ネットワーク連絡協議会
　難病医療専門員　蛸島八重子先生

札幌市委託事業 21

12/6 札幌市保健所

①「パーキンソン病の病態とリハビリ
テーション」
②「パーキンソン病のリハビリテーション
について」
③「福祉制度説明」

①北海道大学病院リハビリテーション科
　松尾　雄一郎　先生
②北祐会神経内科病院
　理学療法士　坂野　康介　先生
③札幌西円山病院
　MSW　清野　圭司　先生

札幌市委託事業 58

12/16 北海道難病センター ストーマーと共に歩む人の為に
北海道がんセンター　ストーマ外来

認定看護師　倉橋　小夜子 氏
オストミー部会 51

1/20 北海道難病センター
①「CIDPの病態と治療」
②「CIDPのリハビリテーションについて」
③「福祉制度説明」

①札幌医科大学医学部
　　神経内科学講座
　　講師　今井　富裕　先生
②札幌医科大学附属病院
　　リハビリテーション部　理学療法室
　　理学療法士　藤澤　真博　先生
③北樹会病院
　　MSW　山後　奈緒子　先生

札幌市委託事業 31

1/27 北海道難病センター
ダウン症児・者の生涯を通しての健康管
理について

天使病院　小児科
主任科長 外木　秀文　先生

ダウン症部会 50

2/23 北海道難病センター
①「後縦靭帯骨化症の病態と治療」
②「福祉制度説明」

①札幌医科大学医学部
　　リハビリテーション医学講座講師
　　村上　孝徳　先生
②介護療養型老人保健施設
　　しんえいの杜
　　MSW　橋本　恭尚　先生

札幌市委託事業 78

2/26 札幌市保健所
平成２４年度　区保健福祉部　難病患者
等支援業務担当職員研修

北海道難病連
　相談室　主任　中坂昌子

札幌市 100



開催日 会　　場 テ　　ー　　マ 講　　師　　名 主　　　催
参加
人数

2/28
札幌市身体障害者福祉セン
ター

障害者総合支援法の概要説明会 札幌市保健福祉局障がい保健福祉部
札幌市
協力（財）北海道難病
連、札幌支部

39

3/4 弟子屈町内 「ひざ・腰の痛みを和らげるには・・・」
弟子屈町内役場
　保健師　山口　洋子　氏

標茶・弟子屈支部 14

3/6 札幌市保健所
平成２４年度　区保健福祉部　難病患者
等支援業務担当職員研修

北海道難病連
　相談室　主任　中坂昌子

札幌市 100

3/7 札幌市保健所
平成２４年度　区保健福祉部　難病患者
等支援業務担当職員研修

北海道難病連
　相談室　主任　中坂昌子

札幌市 100

3/21 ホテルライフォート札幌
札幌市障害程度区分認定審査会学習
会

(財）北海道難病連
　相談室　鈴木　洋史

札幌市 40

3/24 ぴあ216(室蘭)

①「多発性硬化症とNMOの診断」
②「多発性硬化症とNMOの治療」
③「インターフェロンの注射につい
て」
④「多発性硬化症の医療制度につ　　い
て」

①伊達赤十字病院　神経内科
　　副部長　松岡　健　先生
②北海道大学病院　神経内科
　　助教授　廣谷　真　先生
③さっぽろ神経内科クリニック
　看護部主任　屋和田　紀久代　氏
④北海道室蘭保健所
　　主任保健師　土井　香苗　氏

多発性硬化症
NPO法人ポラリス
バイオジェンアイデック

81


