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数

4月10日 函館市保健センター 「車いすの基本的な使い方」
 市立函館保健所

 理学療法士
真壁　悦子　氏

パーキンソン病部会
道南ブロック

13名

4月11日 北海道難病センター 医療講演
 カレスサッポロ時計台記念病院

宇野　良治　先生
二分脊椎症児者部会 60名

4月12日 北海道難病センター 「検査について」
 恵庭南病院

放射線技師　安達　篤史
ＩＢＤ部会 46名

4月19日 札幌エルプラザ 「患者の悩み、医師の悩み」
 関西労災病院

幸野　健　先生
乾癬部会 86名

4月26日 ときわ市民ホール 医療講演
北海道立旭川肢体不自由児総合

 療育センター
宮本　晶恵　先生

てんかん病部会 70名

4月26日 北海道難病センター 「パーキンソン病の治療の進歩」
北祐会神経内科病院
診療部長　本間　早苗　先生

パーキンソン病部会 100名

4月29日 旭川市ときわ市民ホール 「障害年金について」 社会保険労務士　松平　貴弘
 ＩＢＤ部会

旭川支部
19名

5月9日
釧路町コミュニティーセン
ター

盲導犬協会指導員　木下　氏 網膜色素変性症部会 12名

5月17日 函館市福祉センター 「透析患者の合併症について」
 北美原クリニック

 透析センター
医長　秋濱　須賀子　先生

腎臓病部会道南腎友
会

50名

5月19日 札幌医療科学専門学校 「(財）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
校言語聴覚士科

36名

5月23日
市身体障害者福祉セン
ター

「オストメイトの日常生活のあれこ
れ」

東札幌病院看護主任
皮膚排泄ケア認定看護師
川村　修子　氏

オストミー部会 70名

5月26日 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、百瀬

札幌医療科学専門学
校言語聴覚士科

36名

5月30日 北海道難病センター 「治療の実際」
 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 70名

5月31日 北海道難病センター
「高次脳機能障害における診断
基準」

 中村記念病院　脳神経外科
部長　中川原　譲二　先生

もやもや病部会 24名

5月31日 北海道難病センター 「ＡＬＳについて」
 国立病院機構札幌南病院

 神経内科医長
土井　静樹　先生

ＡＬＳ部会 50名

5月31日 函館市福祉センター
 「きっとかなう夢のために

肝ガンの不安が無くなる世の中を
目指して」

 札幌緑愛病院
 肝臓センター

所長　川西　輝明　先生
肝炎部会 60名

5月31日 ＫＫＲホテル札幌
「災害時における透析医療提供
体制」

日本透析医会副会長
くま腎クリニック
院長　隈　博政　先生

腎臓病部会 98名

6月2日 札幌医療科学専門学校 「重症筋無力症について」 筋無力症部会　森口　貴美
札幌医療科学専門学
校言語聴覚士科

36名

6月6日 函館市保健センター
「多発性硬化症の正しい知識と生
活の仕方」

 さっぽろ神経内科クリニック
院長　深澤　俊之　先生

 ＭＳキャビン
函館支部

70名

6月7日 旭川市障害者センター 「網膜色素変性症について」
旭川医大  眼細胞再生医学臨床
研究
高宮央 先生

網膜色素変性症部会 45名

6月9日 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
校言語聴覚士科

36名

6月14日 かでる2・7
「後縦靱帯骨化症にかかわる医
療・福祉制度について」

勤医協ケアプランセンター「みど
り」

後縦靱帯骨化症部会 90名

6月14日 北海道難病センター
「膠原病・・・よりよく生きるため
に」

勤医協中央病院
院長　田村　裕昭　先生

膠原病部会 62名

6月16日 北海道難病センター

２００９年度　第１回「呼吸リハビリ
教室」「呼吸器疾患のかしこい治
療方法」「ながいきのための呼吸
リハビリテーション」

札幌医科大学医学部内科学第三
講座　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　石川　朗　先生

札幌市委託事業 82名

6月16日 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、北島　エリ

札幌医療科学専門学
校言語聴覚士科

36名

6月20日 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

2009年度　北海道難病連・部会・支部の
医療講演会・相談会開催一覧
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6月21日
札幌市社会福祉総合セン
ター

「これからのリウマチ治療を考え
る」

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
産業医科大学医学部第一内科学

 講座教授
 田中　良哉　先生

埼玉医科大学総合医療センター
 リウマチ・膠原病内科教授

竹内　勤　先生

リウマチ部会 200名

6月21日 十勝プラザ
「網膜色素変性症とロービジョン
診療の帯広厚生病院での現状」

帯広厚生病院眼科部長
中村　靖　先生

網膜色素変性症部会 44名

6月21日 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

6月23日 札幌医療科学専門学校 「ＡＬＳについて」 ＡＬＳ部会　中村　修
札幌医療科学専門学
校言語聴覚士科

36名

6月30日 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
校言語聴覚士科

36名

7月4日 北海道難病センター
２００９年度(財)北海道難病連ボ
ランティア養成講座フォローアップ
研修会

学校法人西野学園札幌医療科学
専門学校　言語聴覚士科　阿部
香織　先生
全国ボランティアナースの会キャ
ンナス札幌　矢野　由紀　先生
北海道難病医療ネットワーク連絡
協議会　難病医療相談員　蛸島
八重子　先生など８名

赤い羽根北海道共同
募金分配金事業

12名

7月4日 かでる2・7
 「広範囲疼痛の考え方：

線維筋痛症と胸郭出口症候群、
ＲＳＤ，頚肩腕症候群」

 新小岩わたなべクリニック
渡辺　靖之　先生

 北海道難病連
 線維筋痛症部会

ファイザー株式会社
96名

7月4日 札幌サンプラザ 「神経難病をめぐって」
 北海道大学名誉教授

 北祐会神経内科病院顧問
田代　邦雄　先生

全国筋無力症友の会 120名

7月4日 札幌サンプラザ
「重症筋無力症に関する最近の
話題」

独立行政法人国立病院機構札幌
 南病院　神経内科医長

土井 静樹　先生
全国筋無力症友の会 120名

7月5日 札幌エルプラザ
 「はるにれの会」

小児がんで子どもを亡くした親の
集い

小児がん部会 12名

7月5日 北見市民会館
 「炎症性腸疾患

～患者として、医師として考える
 北海道大学病院

桂田　武彦　先生
 ＩＢＤ部会

北見支部
37名

7月7日 札幌医療科学専門学校 「関節リウマチについて」
リウマチ部会
新堀　光子、大津　澄子、山辺
あつこ

札幌医療科学専門学
校言語聴覚士科

36名

7月12日
室蘭市障害福祉総合セン
ター

「膠原病（その病態・診断・治療）」
 医療法人社団　守谷内科医院

副院長　仲野　龍己　先生
室蘭支部 110名

7月13日 美瑛町福祉センター
「肝炎・肝がんの最新治療と題し
て」

旭川医科大学内科学講座消化器
血液腫瘍制御内科学分野（第三

 内科）
大竹　孝明　先生

美瑛支部 10名

7月21日
斜里町総合保健福祉セン
ター「ぽると21」

「Ｃ型肝炎治療の最近の動向」
 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
 北海道肝炎友の会

 斜里町
斜里町肝炎友の会

32名

7月25日 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月26日 釧路労災病院 あなたの苦手な大腸検査
 釧路労災病院

山本　純司　先生
 ＩＢＤ部会

釧路支部
40名

7月26日 北見市芸術文化ホール 「後縦靱帯骨化症の診断と治療」
 北見赤十字病院整形外科部長

菅原　修　先生

 北見支部
後縦靱帯骨化症部会
オホーツク支部

23名

7月26日 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

8月2日 かでる2・7
「食事と言葉の面から見たＱＯＬ
維持向上」

 札幌医療科学専門学校
 言語聴覚士科教員

兼松　正人　先生
多発性硬化症 32名

8月2日 かでる2・7
「もやもや病と高次脳機能障害～
認知リハビリから社会参加（就
労）へ～」

 やまぐちクリニック院長
山口　研一郎　先生

もやもや病部会 23名

8月2日 かでる2・7 「希望という名の治療薬」
 まつしま耳鳴り・めまいクリニック

院長　松島　純一　先生
個人参加部会 19名

8月2日 かでる2・7
「膠原病の治療薬とのつきあい
方」

KKR札幌医療センター斗南病院
リウマチ・膠原病センター長
天崎　吉晴　先生

膠原病部会 28名

8月2日 かでる2・7
「パーキンソン病の最新治療法に
ついて」

 いわみざわ神経内科・内科
CLINIC
伊藤 和則 先生

 パーキンソン病部会 73名

8月2日 かでる2・7 「ALSについて」
独立行政法人国立病院機構愛媛
病院神経内科
橋本　司　先生

 ＡＬＳ部会 40名
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8月2日 かでる2・7
「てんかんとてんかんの外科治療
について」

 中村記念病院神経内科
副部長　溝渕　雅広　先生

 てんかん部会 35名

8月2日 かでる2・7 「炎症性腸疾患の内科的治療～」
 札幌東徳洲会病院IBDセンター部

長
折居　史佳　先生

 IBD部会 31名

8月2日 かでる2・7 「献腎移植：登録から移植まで」
市立病院　平野　哲夫　先生
北海道腎バンク移植コーディネー
ター　小野　美和子　先生

腎臓病部会 39名

8月2日 北海道難病センター 「AED講習会」 札幌市防災協会 心臓病部会 11名

8月2日 かでる2・7 「自宅でできる簡単なリハビリ」
医療法人　札幌山の上病院
リハビリテーション部長
清水　兼悦　先生

リウマチ部会 43名

8月2日 かでる2・7
 「ウイルス性肝炎の最新治療」

「肝臓癌の診断と治療」

 札幌厚生病院
 副院長　狩野　吉康　先生

 札幌厚生病院　第三消化器科
医長　荒川　智宏　先生

肝炎部会 31名

8月2日 かでる2・7 「脊柱靱帯骨化症の診断と治療」
 北海道大学病院医学部整形外科

准教授　伊東　学　先生
後縦靱帯骨化症部会 50名

8月2日 かでる2・7
「脊髄小脳変性症のリハビリテー
ション治療」

 札幌医科大学医学部
 リハビリテーション医学

助教　土岐　めぐみ　先生
脊髄小脳変性症部会 37名

8月2日 かでる2・7
「乾癬について皆さんの悩みにお
答えします」

 こばやし皮膚科クリニック
小林　仁　先生

乾癬部会 32名

8月9日 北海道難病センター 「橋本病の会員さんに向けて」
 上條内科クリニック

院長　上條　桂一　先生
個人参加部会 13名

8月30日 とかちプラザ 「障害年金について」 社会保険労務士　松平　貴弘
 ＩＢＤ部会

十勝支部
41名

8月31日
室蘭市障害福祉総合セン
ター

「難病とともに生きる（持てる力を
発揮するためのセルフケアとソー
シャルサポート）」

 北海道医療大学看護福祉学部
 准教授

看護学博士　佐々木　栄子　氏

室蘭支部
（パーキンソン病部会
室蘭ブロック）

9月1日 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　佐々木　正
禮、保科　順子

札幌医療科学専門学
校言語聴覚士科

36名

9月5日 函館市保健センター
「パーキンソン病と最新の治療
法」

 いわみざわ神経内科
院長　伊藤　和則　先生

 パーキンソン病部会
道南ブロック

94名

9月5日
白老町コミュニティーセン
ター

「笑いという名の治療薬」
独立行政法人国立病院機構函館
病院　北海道地方循環器セン

 ター

 白老支部
苫小牧保健所

60名

9月5日 エルプラザ・会議室

「小児がん専門医として思うこと
 ～

 入院・退院・そしてこれから」
 「小児がんを経験して～

北海道大学病院
 小児科　金田　真　先生

まりもの会　小児がん経験者
小児がん部会 40名

9月6日
旭川市大雪クリスタルホー
ル

「慢性腎臓病（ＣＫＤ）について」

 北彩都病院　副院長
 平山　智也　先生

 旭川医大　特任助教授
 中川　直樹　先生

 旭川赤十字病院腎臓内科部長
和田　篤志　先生

腎臓病部会 140名

9月6日
旭川市障害者福祉セン
ター「おぴった」

「脊髄小脳変性症について」
 道北病院脳神経内科

医長　黒田　健司　先生
 脊髄小脳変性症部会

旭川地区連絡会
47名

9月7日 北海道難病センター
「子育てについて考えてみません
か？」

 福祉専門学校講師
守屋　陽子　氏

ダウン症部会 10名

9月8日 札幌医療科学専門学校 「後縦靭帯骨化症について」
後縦靭帯骨化症部会
入井　克枝、木本　郁子

札幌医療科学専門学
校言語聴覚士科

36名

9月12日 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

9月13日
旭川市障害者福祉セン
ター「おぴった」

「ＡＬＳについて」
 道北病院

 神経内科医長
木村　隆　先生

ＡＬＳ部会 30名

9月13日 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

9月15日 札幌医療科学専門学校 「線維筋痛症について」
線維筋痛症部会
久保田　妙子、村山　茂樹、西村
みどり

札幌医療科学専門学
校言語聴覚士科

36名

9月19日 北海道難病センター
「多発性硬化症について～原因
や治療、病気との付き合い方～」

さっぽろ神経内科クリニック　院
長　深澤　俊行　先生

札幌市委託事業 36名

9月19日
なんぽろ温泉ハート＆
ハート

「バランス良い食事から効率よく
葉酸を」

札幌マタニティウィメンズホスピタ
 ル

管理栄養士　藤野　美幸　氏
二分脊椎症児者部会 20名

9月29日 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、宮武　由紀子

札幌医療科学専門学
校言語聴覚士科

36名

10月4日 北海道難病センター 「心サルコイドーシスの現況」
 北海道循環器病院

副院長　堀田　大介　先生
個人参加部会 15名

10月4日 函館市保健センター 膠原病の今・これから
 おぐらクリニック

院長　小椋　庸隆　先生
膠原病部会 60名



開催日 会場 テーマ 講師名 主催
参加人

数

10月10日 道東経済センタービル

「脂肪肝・非アルコール性脂肪性
 肝炎」

 「Ｂ型肝炎」
「Ｃ型・Ｅ型肝炎」

 市立釧路総合病院消化器内科
 医長　藤井　健一　先生

 市立釧路総合病院
 副院長　米澤　和彦　先生

釧路協立病院内科
 ねむろ医院院長　田辺　利男　先

生

 釧根肝友会
ブリストル・マイヤーズ
（株）

90名

10月10日 小樽朝里クラッセホテル

「血友病診療の新しい製剤につ
いて」
「薬に関する最新情報」
「自己注射時に注意すべきこと」

 さとう小児科
佐藤　琢司　先生
札幌徳洲会病院　小児科
岡　敏明　先生
天使病院　小児科
飯塚　進　先生

血友病部会 37名

10月10日 稚内グランドホテル

「稚内保健所の取り組みについ
て」
「知りたい！薬とのつきあい方～
飲み合わせ・ジェネリック医薬品」

稚内保健所健康推進課長
岡田　英之　氏
日本調剤（株）札幌支店課長
薬剤師　伊藤　章良　氏

稚内支部 45名

10月11日 釧路市生涯学習センター
「リウマチの今・・・薬物治療を中
心に」

 市立釧路総合病院
 副院長(内科・リウマチ科)

阿部　敬　先生
リウマチ部会 70名

10月16日 札幌市教育文化会館
セミナー「知的障がい者の生活発
達支援2」

 東京学芸大学　菅野　敦　氏
群馬大学　霜田　浩信　氏

ダウン症部会 113名

10月17日 釧路市あいぱある
研修会・・・「福祉住環境を考えよ
う」

 社会福祉協議会
 福祉住宅コーディネーター

柿沼　弘明　氏

 脊髄小脳変性症部会
釧路地区連絡会

21名

10月17日 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月17日 北海道難病センター
「パーキンソン病の排便、排尿障
害」

日本コンチネンス支部長
大科　宣子　氏

パーキンソン病部会
札幌ブロック

10月18日
旭川市障害者福祉セン
ター

音声パソコン体験会

国立身体障害者リハビリテーショ
 ン　山田　信也　氏

視覚障害者訓練士　小宮　康生
 氏

視覚障害者アシスト　園　順一
氏

網膜色素変性症部会 35名

10月18日
新ひだか町ホテルローレ
ル

 「リウマチ・膠原病について」
～最近の治療を中心に～

 勤医協中央病院
桂川　高雄　先生

 リウマチ部会
膠原病部会

20名

10月18日
釧路町保険福祉センター
「あいぱーる」

「歯の健康について」
 つねかわ歯科医院

院長　恒川　寛明　氏
ダウン症部会 30名

10月18日 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月24日 市立函館保健所 「筋無力症の診断と治療の現状」
市立函館病院神経内科

 医療部長　丸尾　泰則　先生
筋無力症部会 30名

10月25日 函館総合福祉センター 交流会 網膜色素変性症部会 20名

10月31日 北海道難病センター 「免疫の大切さ」
 北海道大学大学院

 医学研究科第二内科
助教　堀田　哲也　先生

個人参加部会 11名

11月1日
札幌市生涯学習センター
「ちえりあ」

料理教室
 北海道ＩＢＤ食研究会

出村　ふみえ　先生他
ＩＢＤ部会 18名

11月7日 北海道経済センタービル
平成２１年度　神経・筋疾患看護
研修会
「社会資源の活用」

北海道難病連
相談室　主任　中坂　昌子

独立行政法人国立機
構札幌南病院

120名

11月8日 札幌市身体障害者セン 交流会 網膜色素変性症部会 16名

11月8日 北海道難病センター
 「線維筋痛症の治療について

～日常生活の注意点も含めて
 おおさき内科クリニック

大崎　博史　先生
線維筋痛症部会 98名

11月10日 北海道難病センター
札幌医科大学地域医療合同セミ
ナー

北海道難病連　事務局長　小田
隆、相談室　主任　中坂　昌子

北海道難病連 25名

11月12日 北海道難病センター 大阪市議施設見学及び活動報告
北海道難病連　事務局長　小田
隆、相談室　主任　中坂　昌子

北海道難病連 18名

11月14日 北見市総合福祉会館
 「肝疾患の最近の話題」

～変わりつつあるＢ型・Ｃ型肝炎
の治療～

 北見消化器クリニック院長
 菅原　謙二　先生

 小林病院消化器内科
矢崎　康幸　先生

 北見肝炎友の会
 北見支部

ブリストル・マイヤーズ
（株）

90名

11月14日 網走市民会館 「かんせんの治療と副作用」
 網走皮膚科クリニック

川嶋　利瑞　先生
乾癬部会 10名

11月14日 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
11月15日 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

11月15日 北見赤十字病院
「パーキンソン病の治療と療養の
ポイント」

北海道大学
神経内科　教授　佐々木　秀直
先生

パーキンソン病部会 200名

11月17日 かでる２・７

２００９年度　第２回「呼吸リハビリ
教室」「呼吸器疾患のかしこい治
療方法」「ながいきのための呼吸
リハビリテーション」

札幌医科大学医学部内科学第三
講座　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　石川　朗　先生

札幌市委託事業 100名

11月23日 とかちプラザ 「てんかんの診断と治療」
 天使病院精神科・神経科

伊藤　ますみ　先生
てんかん病部会 30名



開催日 会場 テーマ 講師名 主催
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11月26日 北海道看護協会
訪問看護師陽性講習会
訪問看護技術　難病を有する在
宅療養者の看護Ⅰ（制度）

北海道難病連
相談室　主任　中坂　昌子

社団法人北海道看護
協会

77名

11月28日 北海道難病センター 「読みたい機関紙づくり」
株式会社アイワード
山田　恵律佳　氏

北海道難病連
ヘルスケア関連団体
ネットワーキングの会

59名

12月3日 北海道難病センター

平成２１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
成研修入門過程）

札幌市保健福祉局　保健所健康
企画課　母子保健係　中西　彩
保健師　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　中
村　修　氏　北海道大学病院　第
二内科　堀田　哲也　先生

札幌市委託事業 50名

12月6日
市身体障害者福祉セン
ター

「人工肛門及び合併症などにつ
いて」
「ストーマリハビリテーションにつ
いて」

北海道がんセンター
医長　濱田　朋倫　先生
掖済会病院
院長　佐々木　一晃　先生

オストミー部会 70名

2月6日 札幌エルプラザ
 「はるにれの会」

小児がんで子どもを亡くした親の
集い

小児がん部会 5名

2月14日 厚沢部町うずら温泉

「ウォーキングを楽しむために～
変形性膝関節症と予防するため

 の運動療法
自宅でできる簡単な体操ストレッ
チ法」

 道南勤医協稜北病院
 リハビリ科

 理学療法士　長内　考憲　先生
　　　　　　　 　滝澤　典子　先生

南桧山支部 15名

2月16日 札幌医科大学 「脊柱靱帯骨化症と患者会活動」
 後縦靱帯骨化症部会

木本　郁子、入井　克枝
札幌医科大学 103名

2月20日 釧路東急イン 「認知症サポーター養成講座」
釧路市社会福祉協議会
阿寒支所支所長　林　隆浩　氏

阿寒支部 38名

2月27日 かでる2・7 てんかん相談支援者研修会

天使病院　精神科・神経科
伊藤　ますみ　先生
国立病院機構山形病院
小笠原　真佐子　氏
東海大学　菱川　愛　氏

てんかん病部会 30名

2月28日 北海道難病センター
「膠原病と言われたら～患者と家
族の基礎知識～」

札幌医科大学医学部内科学第一
講座　准教授　高橋　裕樹　先生

札幌市委託事業 62名

3月2日 釧路労災病院 音楽療法
札幌大谷大学短期大学部
教授　中山　ヒサ子氏

ＡＬＳ部会 35名

3月6日 北海道難病センター
「パーキンソン病について　診療
とリハビリ」

医療法人北祐会　北祐会神経内
科病院　医師　濱田　晋輔　先生
理学療法士　斎藤　紘夢　先生
作業療法士　桑原　拓己　先生
言語聴覚士　浅野　有希　先生

札幌市委託事業 96名

3月9日
遠軽町社会福祉総合セン
ター「げんき21」

脊柱靱帯骨化症と患者会活動
 後縦靱帯骨化症部会

鎌田　代志幸
後縦靱帯骨化症部会
遠軽支部

10名

3月14日 旭川ターミナルホテル

ＨＩＶ感染者/ＡＩＤＳ患者・家族支
援調査研究事業
旭川地区医療者・患者家族交流
会

旭川医科大学　医師　古谷野　伸
先生、看護師、ＭＳＷなど3名

北海道難病連 5名

3月15日 札幌市北区保健センター

平成２１年度　難病患者等在宅療
養支援計画策定・評価事業
難病研修会　「北海道難病連の
相談業務および活動について」

北海道難病連
相談室　主任　中坂　昌子

札幌市 17名

3月20日 北海道難病センター 「ＣＩＤＰの病態と治療について」
独立行政法人国立病院機構
北海道医療センター
医師　土井　静樹　先生

札幌市委託事業 44名

3月21日
室蘭市障害者総合福祉セ
ンター

相談会と交流会
もやもや病部会

 後藤　篤子、鷲尾　道子、石場
博規

 もやもや病部会
室蘭支部

3月23日 北海道難病センター
ＮＰＯ法人シーズネット難病研修
会

リウマチ友の会
北海道支部長　新堀　光子
北海道難病連
相談室　主任　中坂　昌子

北海道難病連 22名

3月26日 藤花温泉ホテル
「春に備えて転ばないからだづく
り」

標茶町役場保健福祉課健康推進
係係長　伊藤　静　氏

標茶・弟子屈支部 16名


