
開催日 会場 テーマ 講師名 主催 参加人数

4/7 北海道難病センター
二分脊椎症の排便管理について
子供達の可能性から高齢者の生きざままで

北海道大学病院泌尿器科　林　みやき　看護師
とまこまい脳神経外科　副院長　高橋　義男　先生

二分脊椎症友の会 67

4/14 グリーンプラザ パーキンソン病と最近の治療法 帯広厚生病院神経内科　主任医師　保前　英希　先生 パーキンソン病友の会 96

4/14 北海道難病センター 『知らなかった腸の新常識と炎症性腸疾患』 北海道大学大学院生命科学院教授　綾部　時芳　先生 北海道IBD 43

4/17
札幌医学技術福祉歯科専門
学校

「平成25年度　ボランティア説明会」 （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

60

4/21 北海道難病センター
後縦靭帯骨化症とリハビリテーション～今日か
ら無理なく運動を始めましょう～

札幌医科大学附属病院リハビリテーション部理学療法士
佐々木　雄一　 先生　 /　 藤澤　真博　先生

OPLL友の会 90

4/21 旭川市民文化会館 「てんかんの基礎と介助方法」
北海道立旭川肢体不自由児総合療育センター
小児科院長　宮本　晶　先生

波の会 130

4/27 北海道難病センター 新薬ができるまで
アステラス製薬札幌支店学術部　移植免疫領域マーケティング
マネージャー　小野寺　貴裕 氏

筋無力症友の会 20

２０１３年度　北海道難病連　疾病団体・地域団体の医療講演会・
検診・相談会開催一覧

4/27 北海道難病センター 難病対策の改革
一般社団法人　日本難病・疾病団体協議会（JPA）
代表理事　伊藤　たてお 氏

筋無力症友の会 20

4/27 札幌市社会福祉総合センター パーキンソン病の総合的治療～当院の試み～ 札幌山の上病院　院長　千葉　進　先生 パーキンソン病友の会 200

5/25 かでる２・７
『乾癬とメタボリック症候群とその合併症と予
防』

旭川医科大学皮膚科　講師　高橋　英俊 先生 乾癬の会 70

5/26
札幌市身体障害者福祉セン
ター

「ストーマケア外来の現場から」
手稲渓仁会病院　皮膚・排泄ケア認定看護師
看護主任　加藤　瞳　先生

オストミー協会 55

5/26 北海道難病センター ALS在宅医療について 静明館診療所　矢崎　 一雄　先生 ALS協会 50

5/26 かでる2･7 透析患者の終末期医療について～ 医療法人社団　札幌北クリニック院長　大平　整爾　先生 道腎会 82

6/7 札幌市教育文化会館
『肺の病気―しくみがわかれば治療が見える』
『ながいきのための呼吸リハビリテーション』

医大前南４条内科院長　田中　裕士　先生
神戸大学大学院保険学研究科地域保健学領域教授
石川　朗　先生

札幌支部(札幌市委託事業) 111

6/9 北海道難病センター 謬原病のトピックス～新しい治療の可能性～ 北海道大学病院内科Ⅱ講師　堀田　哲也　先生 膠原病友の会 41

（一社）日本難病・疾病団体協議会 代表理事 伊藤 たてお

6/12 北海道難病センター 「新たな難病対策学習懇談会」

（ 社）日本難病 疾病団体協議会　代表理事　伊藤　たてお
（財）北海道難病連　相談室　鈴木　洋史
（財）北海道難病連　福祉機器事業課　伴　圭介
再生不良性貧血友の会　高正　俊一

（財）北海道難病連、札幌支
部

50

6/16 旭川勤労者福祉会館 暮らしに役立つ様々な支援 国立リハビリテーションセンター　久保　明夫　氏 網膜色素変性症友の会 50

6/18 札幌市民ホール 難病のある人の生活支援について （財）北海道難病連　相談室　鈴木　洋史 札精援協 30

6/22 北海道難病連会議室 プラダ・ウィリーの診断について
プラダ・ウィリー症候群支援者ネットワーク顧問
原田　徳蔵　先生

プラタナスの会 30

6/22 アクロス福岡 表皮水疱症看護ケアセミナー
久留米大学医学部皮膚科　濱田　尚宏　先生
山梨大学　中込　さと子　先生
WCC認定看護師　中川　恵　氏

表皮水疱症友の会 43

6/23 北見赤十字病院 網膜色素変性症について 北見赤十字病院　眼科　部長　菅原　亮一　先生 網膜色素変性症友の会 32

6/23 とかちプラザ

一部　「今再び、リウマチの総合的医療を目指
して～生物学的製剤使用の限界をふまえつつ
～」
二部「障害者総合支援法と関節リウマチ～障
害福祉サービスはどう活用するのか～」

一部　医療法人十勝勤労者医療協会　十勝勤医協柳腸医院
院長　深町　知博　先生
二部　社会福祉法人　北海道社会事業協会　帯広病院　地域医
療福祉連携室　医療福祉相談係長　玉巻　憲史　先生

リウマチ友の会 110

6/23 とかちプラザ
今再び、リウマチの総合的医療をめざして～生
物学的製剤使用の限界を踏まえつつ

十勝勤医協柳町医院　院長　深町　知博　先生 リウマチ友の会 117



開催日 会場 テーマ 講師名 主催 参加人数

２０１３年度　北海道難病連　疾病団体・地域団体の医療講演会・
検診・相談会開催一覧

7/20 稚内全日空ホテル
医療市民講座「最新のてんかん治療と北海道
の現状」（グラクソ・スミスクライン株式会社協
賛）

旭川医科大学　脳神経学科学講座　教授　鎌田　恭輔　先生 波の会 60

7/27 北海道難病センター
病気と闘った当事者とそれを支えた先生のお
話

中野  恵一  氏（小児がん経験者）
岡　敏明　先生（徳洲会病院）
金田　眞　先生（旭川医大大学）

のぞみ財団 60

8/4 かでる2・7 （財）北海道難病連４０周年記念特別分科会

厚生労働省健康局疾病対策課長　田原　克志　氏

国立病院機構北海道医療センター院長　菊地　誠志　氏

（一社）日本難病・疾病団体協議会代表理事　伊藤　たてお　氏

（財）北海道難病連 193

8/4 かでる2･7
MG診療の改革～早期診断・早期治療とQOL
の維持・向上～

札幌医科大学保健医療学部教授　今井　富裕　先生 筋無力症友の会 21

8/4 かでる2･7
「難治性てんかんと医療連携　=小児難治性て
んかんへの迷走神経刺激療法=」

札幌医科大学　脳神経学科脳機能センター
越智　さと子　先生

波の会 28

8/4 かでる２・７ 『新薬続々―乾癬の治療』 北海道大学病院　皮膚科　助教　藤田　靖幸　先生 乾癬の会 40

8/4 かでる2･7
脊髄小脳変性症（多系統萎縮症を含む）のリ
ハビリ

サンビオーズ新琴似（老健）リハビリ課長　肥田　理恵　氏 であい友の会 26

8/4 かでる2･7 ALSその後の療養について
独立行政法人国立病院機構愛知医療センター
神経内科　橋本　司　先生

ALS協会 40

8/4 かでる2･7 医療講演会「バージャー病と血管再生医療」 札幌北楡病院外科部長　堀井　卓　先生 バージャー病友の会 14

8/4 かでる２・７
「再生不良性貧血に関連する血液検査の見
方・考え方」

北海道大学　名誉教授　松野　一彦　先生 再生不良性貧血の会 12

8/4 かでる2･7
透析患者の食事管理～外食とコンビニ弁当の
上手な食べ方

Ｈ・Ｎ・メディック北広島　管理栄養士　橋本　美幸　先生 道腎会 30

8/10 北大医学部医療センター 第１回難治性皮膚ケア学習会
北海道大学医学部皮膚科　助教　藤田　靖幸　先生
言語聴覚士　高島　先生

表皮水疱症友の会 40

8/17 函館市保健センター
講演１　神経難病患者の嚥下障害について
講演２　嚥下障害のリハビリテーションについ
て

講演１　市立函館病院リハビリテーション科
科長　長谷川　千恵子　先生
講演２　市立函館病院リハビリテーション科
言語聴覚士　小笠原　聡之　先生

主催　函館保健所　函館支
部

40

8/17 函館市中央図書館
第１４回薬害根絶デー講演会
生きる勇気、そして未来　～薬害エイズ被害者
の思い～

薬害エイズを考える会
代表　　井上　昌和　氏(北海道難病連常任理事)
事務局長　浅川　身奈栄　氏(ヤコブ病相談員)

共催　(一財)北海道難病連
函館支部　薬害オンブス
パースン・タイアップ函館

20

8/23
中標津町総合福祉センタープ
ラット

神経難病とリハビリテーション
町立中標津病院リハビリテーション科
作業療法士 茂木 悟 氏

北海道中標津保健所 20
ラット

神経難病 リ リテ ション
作業療法士　茂木　悟　氏

北海道中標津保健所 20

9/7 北海道難病センター
「大震災に学ぶ集い　パートⅡ～災害イメージ
訓練」

北海道教育大学札幌校　教授　佐々木　貴子　先生 札幌支部 53

9/7
遠軽町保健福祉総合センター
げんき２１

関節リウマチの診断と治療について 北海道大学病院　内科Ⅱ　　奥　　健志　先生
（財）北海道難病連、遠軽支
部

25

9/8
遠軽町保健福祉総合センター
げんき２１

遠軽地区難病医療・福祉相談会

北海道大学病院　内科Ⅱ　　奥　　健志　先生
北海道大学病院　神経内科　佐藤　和則　先生
勤医協中央病院　整形外科　堺　　慎　　先生
日鋼記念病院　リハビリ科　高橋　邦彦　先生
北祐会神経内科病院　　　　坂野　康介　先生
日鋼記念病院　山本　英貴　先生
苫小牧東病院　　　　　　　山越　高宏　先生
遠軽厚生病院　　　　　　　佐藤　護　　先生
遠軽共立病院　　　　　　　柴田　範明　先生

（財）北海道難病連（北海道
委託事業）

32

9/14 枝幸町保健福祉センター 『手足腰の痛みよさよなら』
勤医協中央病院　運動器・リウマチセンター
副センター長　松本　巧　先生

南宗谷支部・ 枝幸町・浜頓
別町・中頓別町

64

9/22 函館北洋ビル
腎移植フォーラム
腎臓病治療の最前線

五稜郭ネフロクリニック　院長　鈴木　勝雄　先生
札幌北楡病院　腎臓内科　医長　伊藤　洋輔　先生
札幌北楡病院　腎臓移植外科医長　　三浦　正義　先生
日本腎臓移植ネットワーク東日本支部
主席コーディネーター  鮫島　由紀子　先生

北海道移植医療推進協議
会・北海道移植者協議会
道腎友協

207

9/22 旭川市ときわ市民ホール

講演１・「多発性硬化症に対する再生医療の可
能性」
講演２・「多発性硬化症のリハビリテーション」
講演３「MS・NMOの患者さんの妊娠出産につ

講演１・慶應義塾大学医学部内科学（神経）
助教　中原　仁　先生
講演2・医療法人セレスさっぽろ神経内科クリニック
吉田　良　先生　山崎　聖児　先生
講演3・東京女子医科大学病院神経内科准教授

多発性硬化症友の会 50

いての基礎と最新情報」
講演４「医療制度について」

講演3・東京女子医科大学病院神経内科准教授
清水　優子　先生
講演4・旭川市保健所保健師　村岡　弘江　先生



開催日 会場 テーマ 講師名 主催 参加人数

２０１３年度　北海道難病連　疾病団体・地域団体の医療講演会・
検診・相談会開催一覧

9/22 旭川ときわ市民ホール 保健相談と音楽療法 旭川保健所　山本真意健師 であい友の会 29

9/23 北斗市農業振興センター 函館支部医療講演会『最新のIBD治療』 札幌東徳洲会病院ＩＢDセンター前本　篤男　先生 北海道IBD 27

9/23 北斗市農業振興センター 炎症性腸疾患の最新内科治療
札幌徳洲会病院IBDセンター
　　部長　前本　篤男　先生

北海道IBD 28

9/23 北海道難病センター
「ストレスと適応～認知行動療法的アプロー
チ」

時計台メンタルクリニック　院長　木津　明彦 先生 あすなろ会 32

9/29 苫小牧市民活動センター 『変化する災害に立ち向かう事前防災』
苫小牧市市民生活部　危機管理室・総合危機管理士
渡邉　治　氏

苫小牧支部・苫小牧市　・苫
小牧保健所

30

10/3 札幌市保健所
『難病に関する行政施策について』
『難病に関する基礎知識』

北海道医療大学リハビリテーション科学部
教授　鈴木　秀樹　先生
北海道難病医療ネットワーク連絡協議会　難病医療相談室
蛸島　八重子　先生

札幌支部(札幌市委託事業) 50

10/5
交流プラザさいわい　3階大
ホール

「関節リウマチについて～薬物療法を中心に
～」

阿部　敬　先生（市立釧路総合病院・副医長　内科・リウマチ専
門医）

リウマチ友の会 40

10/5 千歳 千歳支部医療講演会 OPLL友の会 12

10/5 東邦大学 第２回難治性皮膚ケア学習会
東邦大学大森病院　皮膚科　石川　晃　先生
北大医学部形成外科　古川　洋志　先生

表皮水疱症友の会 55

10/6 北海道難病センター 性についての学習会 小樽市保健所　所長　秋野　恵美子　先生 小鳩会 30

10/12 豊富町自然観察館 食と乾癬 小林皮膚科クリニック　小林仁先生　工房レティエ　久也薫嗣氏 乾癬の会 40

10/13 グリーンプラザ
ダウン症の障害発達支援―幼児期・学齢期、
何を大切に育てるのか

東京学芸大学教育実践研究支援センター教授
菅野　敦　先生

主催　小鳩会　協賛　帯広市 130

10/19 釧路市交流プラザさいわい 日常生活に生かせる体操 中田　融氏（鍼灸マッサージ師） であい友の会 13

10/19
定山渓万世閣ホテルミリオー
ネ

血友病治療・ケアのトピックス
ｰロングアクティング製薬情報と血友病児の姉
妹への説明・保因者診断ｰ

血友病の遺伝子治療

札幌徳洲会病院　小児科　岡　敏明　先生

札幌北楡会病院　血液内科　安本　篤史　先生
道友会 45

10/20 函館市保健センター パーキンソン病とその治療
函館市医師会病院　医療部長
神経内科科長　佐藤　達朗　先生

パーキンソン病友の会 120

10/22 札幌市教育文化会館 ダウン症の生涯発達支援 東京学芸大学　教授　菅野　敦　氏 小鳩会 130

10/27 帯広グリーンプラザ ALS在宅療養について 帯広厚生病院　神経内科　保前　英希　先生 ALS協会 55

10/27 釧路東急イン
市民公開シンポジウム～CKP　あなたの腎臓
を守るため

市立釧路総合病院　新藤　純理　先生
芦野クリニック  高橋　忠良　先生

道腎会 183

10/27 函館市総合保健センター ＣＫＰ対策講演会ｉｎ函館
函館五稜郭病院　大原　史生　先生　五稜郭ネフロクリニック
鈴木　勝雄　先生

道腎会 176

10/27 函館市保健センター
講演１　腎臓の働きとCKD(慢性腎臓病)につい
て
講演２　CKD(慢性腎臓病)の治療について)

講演１　函館五稜郭病院　腎臓内科科長　小原　史生　先生
講演２　五稜郭ネフロクリニック　院長　鈴木　勝雄　先生

道腎協　函館支部 180

10/27 釧路市生涯学習センター
笑劇？感激！免疫のしくみ！～そもそも免疫と
は？　そして謬原病の病熊・治療への応用～

釧路赤十字病院　内科　古川　真　先生 膠原病友の会 27

11/3 北海道難病センター
全国パーキンソン病友の会北海道支部　講演
会

京都大学　iPS細胞研究所　教授　髙橋　淳　先生 パーキンソン病友の会 80

11/4 札幌市保健所 再生不良性貧血の病態と治療 北海道大学保健センター　教授　橋野　聡　先生 札幌支部(札幌市委託事業) 21

11/4 京王プラザホテル札幌
講演1・「多発性硬化症（MS）とは」
講演2・「多発性硬化症の治療」

講演1・医療法人セレスさっぽろ神経内科クリニック
院長　  深澤　俊行　先生
講演2・国立病院機構ほか移動医療センター　臨床研究部部長
新野 正明 先生

多発性硬化症友の会 250

新野　正明　先生



開催日 会場 テーマ 講師名 主催 参加人数

２０１３年度　北海道難病連　疾病団体・地域団体の医療講演会・
検診・相談会開催一覧

11/10 釧路市民文化会館 網膜色素変性症について 釧路赤十字病院眼科　部長　鈴木　裕融　先生 網膜色素変性症友の会 20

11/10 釧路めさまいふれあいホール 乾癬治療の今 市立釧路総合病院皮膚科所長　中村　裕之　先生
乾癬の会　日本臨床皮膚科
医

25

11/14 札幌市教育文化会館
『呼吸器の病気―新しい治療薬・検査法を含め
て』
『ながいきのための呼吸リハビリテーション』

医大前南５条内科医長　田中　裕士　先生
KKR札幌医療センターリハビリテーション科
科長　荒谷　隆　先生

札幌支部(札幌市委託事業) 66

11/16 函館市保健センター
精神保健講演会
自閉症の生物学的研究について

弘前大学大学院　医学研究科　神経精神医学講座
教授　中村　和彦　先生

函館市 80

11/17 北海道難病センター 秋の医療福祉相談交流会

NPO法人HPT総括部長　岡田　しげひこ　氏（理学療法士）
老健施設リハビリ課課長　肥田　理恵　氏（理学療法士）
愛全会在宅ケアセンター　由水　貴也　氏（作業療法士）
POTこころ　渡辺　樹理　氏（作業療法士）
山の手リハビリセンター　畠山　美恵子　氏（作業療法士）
安全会在宅ケアセンター　和田　志保　氏（ケアマネージャー）
加福　保子　氏（社会保健労務士）
北海道難病連相談室　鈴木　洋史　氏

であい友の会 8

11/17 木野コミュニティーセンター 「難病とは」～難病と言われた時あなたは～ 帯広保健所保健予防係主任保健師　白戸　真奈美　氏
(一社)北海道MSW協会　・音
更支部

16

11/23 札幌市民ホール 多発性硬化症の病態と治療について
医療法人セレス　札幌神経内科クリニック
院長　深沢　俊行　先生

札幌支部(札幌市委託事業) 29

11/24 厚岸情報館
「最近のてんかん治療と医療連携～身近にあ
るてんかん。　QOLを上げるために～」

札幌医科大学　脳神経外科助教　越智　さと子　先生 厚岸・浜中支部 45

12/1 北斗市農業振興センター 生命保険説明会 アクサ生命 函館市 12

12/8 旭川市障害者福祉センター CKD市民公開シンポジウム
北彩都病院　平山　智也　先生
旭川医科大学　藤野　貴行　先生
旭川医学病院　和田　篤志　先生

道腎会 120

12/8
札幌市身体障害者福祉セン
ター

「オストメイトと生活習慣病」 佐野内科医院　院長　佐野　公昭　先生 オストミー協会 42

12/18 札幌市保健所 関節リウマチの診断と治療の進歩 北海道大学病院　第二内科　教授　渥美　達也　先生 札幌支部(札幌市委託事業) 30

1/30 安平町ぬくもりセンター
きっとかなう夢の為に　"肝臓を元気にするた
めに"

札幌緑愛病院肝臓センター所長　川西　輝明　先生 安平町・安平支部 52

2/26 北海道難病センター
第２回　新たな難病対策学習懇談会～今、難
病が変わる　連続講座～

（財）北海道難病連　相談室　鈴木　洋史
（財）北海道難病連、札幌支
部

29

2/28 札幌市保健所 難病患者の就労支援
医療法人徳洲会　札幌東徳洲会病院
IBDセンター長　 蘆田　知史　先生

札幌支部(札幌市委託事業) 28


