
 

№ 発行  医療情報  制度情報  活動報告  

№259 

2016/6/15 

●医療講座 ウンチは体の大事な「お

便り」 

●災害の備え 

 福岡県透析医会災害対策委

員長 田中 秀忺 さん 

●うちの腎友会⑨  

「製鉄記念八幡病院腎友会」 

№258 

2016/4/15 

●医療講座  

 血液維持透析中の C型慢性肝炎症例

に対する 

 抗ウイルス治療 

 福岡赤十字病院  渡邊 洋 先生 

●医療講座 Dr谷口のコツコツ講座 

 福岡腎臓内科クリニック透析室長 

谷口正智 先生 

●移植体験記⑩ 酒井俊寿さん 

●制度講座(8)  

診療報酬改定内容  

●新春放談 

●うちの腎友会⑧ 

「高橋内科クリニック腎友会」 

●移植部学習会・懇談会 

№257 

2016/2/15 

●シリーズ移植  

「福腎協移植部の実態調査」 

●移植体験記⑨ 酒井俊寿さん 

●制度講座(7)  

診療報酬とは？ 

●新春放談 

●うちの腎友会⑦  

「島松内科医院腎友会」  

№256 

2015/12/15 

●市民公開講座 知ろう学ぼう腎移植 

●医療講座 

 腎移植を含めた慢性腎臓病（CKD）の

管理 ～内科医の視点から～ 

 九州大学病態機能内科学  

講師 升谷耕介先生 

●シリーズ移植 

●移植体験記⑧ 酒井俊寿さん 

 ●うちの腎友会⑥ 

「中村クリニック腎友会」 

№255 

2015/10/15 

●医療講座 

 シャントのトラブル・治療、 

その管理方法 その 2 

 池田ﾊﾞｽｷｭﾗｰｱｸｾｽ・透析・内科 

 副院長 安田 透 先生 

●シリーズ移植 

●移植体験記⑦ 酒井俊寿さん 

 ●読書の秋 orスポーツの秋  

●うちの腎友会⑤ 

「今村クリニック腎友会」 

●青年部 

 九州ブロック青年交流集会 

№254 

2015/8/15 

●第 43回福腎協大会記念講演 

 腎不全とともに生きる人と 

看護者の関係－共に育つ  

  NPO法人日本看護キャリア開発 

センター  

   代表 下山 節子先生 

●医療講座 

 シャントのトラブル・治療、 

その管理方法 その 1 

 池田ﾊﾞｽｷｭﾗｰｱｸｾｽ・透析・内科 

 副院長 安田 透 先生 

●シリーズ移植 

・移植体験記⑥ 酒井俊寿さん 

●ジンキーの制度速報 ●活動報告 

「第 43回大会」 

「27年度総会」 

№253 

2015/6/15  
●「シャントトラブル・治療、その管

理方法」池田バスキュラーアクセス

透析・内科副院長 安田 透先生  
●シリーズ移植  
・移植体験記⑤ 酒井俊寿さん  

●「国会請願のしくみ」  ●腎友会紹介④   
「三井島内科クリニック腎友

会」  
●活動報告  
「第 43 回大会」  
「27 年度総会」  



№252 

2015/4/15  
●「患者さんに知ってもらいたい病気

②」高橋内科クリニック  
院長 下池英明先生  

●シリーズ移植  
・移植普及啓発  
「患者会(福腎協としての軌跡②」  
・移植体験記④ 酒井俊寿さん  

  ●腎友会紹介③   
「後藤クリニック腎友会」  

●活動報告「筑後地区学習会」  
「青年部学習会」  
「第 44 次国会請願」  

№251 

2015/2/15  
●「患者さんに知ってもらいたい病気

①」高橋内科クリニック  
院長 下池英明先生  

●シリーズ移植  
・移植普及啓発  
「患者会(福腎協)としての軌跡①」  
・移植体験記③ 酒井俊寿さん  

●「制度を知って使おう   
身体障害者手帳交付」  

●「介護保険見直し内容につい

て」  

●腎友会紹介②  
 「むとうクリニック腎友会」  
●活動報告「役員会」「陳情報告

会」「高齢者対策検討委員会」

「組織推進委員会」「全腎協緊急

集会 
1.27」   

  

№250 

2014/12/15  
●「お食事のはなし」  
  久留米大学医学部  

講師 小池清美先生  
●シリーズ移植  
・移植部学習会報告  

 「生命のリレー」 

九州大学病院救急生命センター 

診療講師 野田英一郎先生 

「移植医療の現状と課題」 

福岡県ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ移植ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

岩田誠司さん 

・移植体験記② 酒井俊寿さん  

●「障害年金  
見直し内容について」  

●シリーズ高齢化と透析⑪  
「簡単な運動で身体をあたため

よう!」  

●腎友会紹介①  
 「たまきクリニック腎友会」  
●活動報告「第 4 回市民公開セミ

ナー」「26 年度陳情」｢つなが

るいのち小学校授業」「移植推

進啓発キャンペーン」   

№249 

2014/10/15  
●「自分でできる足のケア」  小倉記

念病院  
認定看護師 砂山裕子さん  

●シリーズ移植  
・臓器提供⑥   
福岡県移植 Co 岩田誠司さん  

・移植体験記① 酒井俊寿さん  

●「大事に使っていますか？  
透析医療費の公的助

成制度」  
●シリーズ高齢化と透析⑩  

「介護サービス情報」  

●腎友会の幹事さん紹介③  
●活動報告「地区幹事会」「九州ブ

ロック会議」「全腎協全国青年会

議」   

№248 

2014/8/15  
●患者の体験発表「あきらめない腎臓

病と共に～結婚、そして出産」 「筋

トレに親しむ！」  
●シリーズ移植  
・臓器提供⑤   
福岡県移植 Co 岩田誠司さん  

・第 4 回市民公開セミナーのお知ら

せ  

●「年金アラカルト」  
●シリーズ高齢化と透析⑨   

「介護保険自己負担改定」  
「透析患者は老人ホームに

入居できますか？」  

●腎友会の幹事さん紹介②  
●活動報告「移植普及推進月間」 

「九州ブロック青年交流集会」  

№247 

2014/6/15  
●「腎臓病と貧血」福岡赤十字病

院  
血液浄化療法内科部長 満生浩司先生  

●シリーズ移植  
・臓器提供④   
福岡県移植 Co 岩田誠司さん  

・移植を決めた！体験記 山内信行さ

ん  

●シリーズ高齢化と透析⑧  
「緊急通報システム」  

●腎友会の幹事さん紹介①  
●活動報告「第 42 回大会」「26 

年度総会」「青年部交流会」「高

齢者対策検討委員会」「組織推進

委員会」「全腎協大会」  



№246 

2014/4/15  
●「腎移植の現状と長期生着への道

②」   九州大学病院   
腎･高血圧･脳血管内科 升谷耕介先生  

●シリーズ移植  
・臓器提供③   
福岡県移植 Co 岩田誠司さん  

・移植体験記④ 坂本文広さん  

●シリーズ高齢化と透析⑦   
「高齢者情報 (2)」  

●26 年 4 月診療報酬改定  

●26･27 年度 福腎協役員紹介  
●活動報告「国会請願」「移植部

会」  

№245 

2014/2/15  
●「腎移植の現状と長期生着への道

①」九州大学病院   
腎･高血圧･脳血管内科 升谷耕介先生  

●シリーズ移植  
・臓器提供②  福岡県移植 Co 

岩田誠司さん  

●シリーズ高齢化と透析⑥   
「高齢者情報 (1)」  

●活動報告「組織拡大推進月間」

「役員会」「陳情報告会」「病院

腎友会役員研修会」  

 

 ・移植体験記③ 坂本文広さん    

№244 

2013/12/15  
●「語ろう！日本における透析医療」

藤見先生･平方先生前田先生･谷口

先生  
●シリーズ移植  
・臓器提供①   
福岡県移植 Co 岩田誠司さん  

・移植体験記② 坂本文広さん  

●シリーズ高齢化と透析⑤   
「通院支援の現状(2)) 介

護タクシー  

●活動報告「透析医会との懇談

会」 
「組織拡大月間」「地区交流会」

「移植部学習交流会」「移植普及

推進活動」「全国青年会議」  

№243 

2013/10/15  
●40 周年記念大会特別講演  
「透析患者さんと歩んだ 40 年」  

藤見惺先生  
●シリーズ移植  
 移植 co から⑥  
・日赤レシピエント Co 山本恵美さん  
・移植体験記① 坂本文広さん  

●シリーズ高齢化と透析④   
「通院支援の現状(1)」  

福祉有償移送  

●活動報告「地区学習会」「九州ブ

ロック会議」  
「陳情活動」「九州ブロック青年交

流集会」  

№241･242  
2013/8/15  

●シリーズ移植 移植 co から⑤  
・日赤レシピエント Co 山本恵美さん  
・移植体験記⑤ 大塚いずみさん  

  ●40 周年記念大会 ダイジェスト  
●活動報告「日本透析医学会学術

集会総会が福岡で開催。藤野会

員が英語でスピーチ」「国会請

願」 
「組織強化活動」  

№240 

2013/4/15  
●40 周年記念大会  
 福腎協 40 年のあゆみ  

●シリーズ移植  

移植 co から④  

・日赤レシピエント Co 山本恵美さん  
・移植体験記④ 大塚いずみさん  

    

№239 

2013/2/15  
●検査データの見方  
●シリーズ移植  

移植 co から③  
・日赤レシピエント Co 山本恵美さん  
・移植体験記③ 大塚いずみさん  

●シリーズ高齢化と透析③   
「ちょっと意識して  
運動はじめませんか？」  
●「重度障害者医療証の使用方

法」  

●活動報告「たまき腎友会結成」

「陳 
情報告会」  
「腎臓疾患予防講演会」  



№238 

2012/12/15  
●「やわらか血管で長生きしよう」   

福岡赤十字病院  
血液浄化療法内科部長 満生浩司先生  

●シリーズ移植  
 移植 co から②  
・日赤レシピエント Co 山本恵美さん  
・移植体験記② 大塚いずみさん  

●シリーズ高齢化と透析②   
「介護保険のしくみと活用」  

  

  

●活動報告「第 3 回市民公開セミ

ナー」「組織推進委員会」「地区

交流会」「陳情報告」  

№237 

2012/10/15  
●「透析と足病変  

―フットケアは何故大切かー」   久

留米第一病院  
透析医長 枝圀節雄先生  

●シリーズ移植  

移植 co から①  
・日赤レシピエント Co 山本恵美さん  
・移植体験記① 大塚いずみさん  

●シリーズ高齢化と透析①  
 「鍛える」  山之口道春  

  

●福腎協会員の透析実態調査報告  
●活動報告「役員会」「幹事会」

「CKD 予防普及啓発活動」「JR 

運賃割引拡大について要望」｢九

州ブロック青年交流集会」「全国

青年会議」  

№236 

2012/8/15  
●｢透析医療における診療ガイドライン

について｣    
福岡赤十字病院副院長 平方秀樹先生  

●「夢を追い続けて 42 年」 香月英子

さん  

●生活腑福祉資金貸付制度につ

いて  
●活動報告「ひがしだクリニック

訪問」「移植部学習会」「病院腎

友会役員研修会」「九州電力本社

に要望書提出」  

№235 

2012/6/15  
●「カリウムと上手に付き合うには」   

九州大学病院救命救急センター  
特任助教 藤﨑毅一郎先生  

  

  ●活動報告「第 40 回大会」「24 

年度 
福腎協総会」「透析医会との懇談

会」  

№234 

2012/4/15  
●「長期透析を可能にする透析生活」   

福岡腎臓内科クリニック  
  ●活動報告「第 2 回市民公開セミ

ナー」「福岡市民公開講座」「国

会請 

 

 透析室長 山田俊輔先生  
●24 年 4 月診療報酬改定  

 願」「アステラス製薬より取材」  

№233 

2012/2/15  
●「透析患者さんのためのリン講座」   

福岡赤十字病院  
血液浄化療法内科部長 満生浩司先生  

  

  ●活動報告「役員会」「陳情報告

会」「朝倉市・筑前町慢性腎臓病

予防講演会」  

№232 

2011/12/15  
●「腎臓移植の現状  

－最善の治療を目指して

ー」   福岡赤十字病院  
移植外科部長 本山健太郎先生  

●移植体験談   森田健一さん、杉本未

来さん  

  ●活動報告「臓器移植推進キャン

ペーン」「地区交流会」「地区学

習会」「バイエル主催クッキング

セミナー」「青年部交流会「移植

部交流会」  

№231 

2011/10/15  
●「長時間透析」  
・患者からのメッセージ   加峯東

樹さん  
・医師からのメッセージ  松尾賢三

先生  
●「透析患者の地震災害対策」福岡県

透析医会副会長 田中秀欣先生  

  ●活動報告  
「九州ブロック会議」「地区交流

会」  
「福祉のしおり完成」「全腎協青年

会議」  

№230 

2011/8/15  
●「腎不全を考える  

―過去・現在・近未来―」

九州大学大学院  
病態機能内科学助教 谷口正智先生  

●移植情報④   
「移植腎の長期生着への道」  福岡

大学病院  中村信之先生  

  ●活動報告  
「病院腎友会役員研修会」「国会請

願」  
「移植部学習交流会」「九州ブロッ

ク青年交流集会」  



№229 

2011/6/15  
●移植情報③  
「腎臓移植その② 費用」  

●ドキュメント  
「3.11 東日本大震災」  
透析ボランティア報告 山本ひろ子さ

ん  

●お役立ち福祉情報  
「障害年金加算額改善」  
「自立支援医療更新」  

●活動報告「第 39 回大会」「23 

年度総会」「役員会」  

№228 

2011/4/15  
●「透析年数によっておこる合併症」

はまゆう会王子病院  
副院長 筬島明彦先生  

●移植情報②  
「腎臓移植その①」  

●「3.11 東日本大震災」直撃！透析

患者福岡へ避難した透析患者さん  

  ●活動報告「役員会」「九州ブロッ

ク会議」「川崎町健康教室講演

会」 
「筑紫保健所 CKD 講演会」  

№227 

2011/2/15  
●「透析と二次性副甲状腺機能亢進症  
―リン・カルシウムと  
上手に付き合う方法―」  
百武医院副院長 正野武文先生  

●移植情報①  
「20 年は通過点に」 坂本文広さん  

  ●活動報告「陳情報告会」「糸島市 
CKD」「HP リニューアル」  

№226 

2010/12/15  
●「透析と心臓」  

宮崎内科･循環器内科  
院長 宮崎洋先生  

●「第 13 回  

日本腎不全看護学会学術集会」

学会に患者会が初めて参加！患者

の生の声を伝える  
●移植フォーラムより移植体験

談  中野和枝さん  

  ●活動報告「RKB まつりで移植推

進活動」「新日鉄腎友会学習会」  

№225 

2010/10/15  
●「透析導入間もない方へ  

ワンポイントアドバイ

ス」  

  ●活動報告「第 1 回市民公開セミ

ナー」「市町村陳情」「幹事会」

「福岡赤十字病院透析室見学」

「全腎協青年会議」  

№224 

2010/8/15  
●「移植後の生活に密着した情報  

－拒絶･感染･移植後の留意点  
  ●活動報告「病院腎友会役員研修 

会」「移植部学習交流会」「九州

ブ 

 

 ･薬の話－」九州大学病

院  
第一外科助教 北田秀久先生  

●日々の透析看護とわたしたち(2)  

 ロック青年交流集会」「青年部交

流会」  

№223 

2010/6/15  
●「シャント管理とは－その味方と治

療の時期－」  
池田バスキュラーアクセス透析・内

科クリニック  
院長 池田 潔先生  

●日々の透析看護とわたしたち(1)  

  ●活動報告「第 38 回大会」「22 

年度総会」「役員会」「組織拡大

の取り組み」  

№222 

2010/4/15  
●22 年 4 月診療報酬改定  

  

  

  ●活動報告「全体交流会 in 九十

九島」「役員会」「九州ブロック

会議」 
「国会請願」  

№221 

2010/2/15  
●「臓器移植法改正により変わるこ

と」  

  

  

  ●活動報告「第 1 回市民公開セミ

ナー実行委員会」「日本赤十字九

州国際看護大学で講演」「青年部

通信」  



№220 

2009/12/15  
●「透析患者さんと副甲状腺  

―新薬に関する豆知識②－」  
九州大学大学院助教 谷口正智先生  

●ヒデ坊の移植日誌④  

  ●活動報告「RKB まつりで移植推

進活動」「陳情報告会」「看護大

学生さんが事務局を訪問」「全

国移植者スポーツ大会」「身体

障害者相談員として会員 2 名が

感謝状授与」「青年部通信」  

№219 

2009/10/15  
●「透析患者さんと副甲状腺  

―新薬に関する豆知識①－」  
九州大学大学院助教 谷口正智先生  

●移植部学習会より   平方秀樹先生  
●CAPD あれこれ    石田伊都子先生  
●ヒデ坊の移植日誌③  

  ●活動報告「役員会」「幹事会」

「移植部学習交流会」「九州ブロ

ック会議」「青年部通信」  

№218 

2009/8/15  
●「元気で長生きするための長時間透

析」九州大学大学院包括的腎不全治

療学  
医学博士 鶴屋和彦先生  

●2008 透析医学会のデータから見る透

析の現状  
●ヒデ坊の移植日誌②  

  ●活動報告「病院腎友会役員研修

会」「地区学習会「福腎協の歩み 

DVD 化」「九州ブロック青年交流

集会」「福岡県腎疾患予防対策検

討委員会」「青年部通信」  

№217 

2009/6/15  
●移植体験記    
「72 歳、移植に挑戦」  酒井俊寿さん  

  

●「やさしい介護保険入門

(2)」  

  

●活動報告「第 37 回大会」「21 

年度総会」「福岡県透析医会との

懇談会」「新型インフルエンザ対

策」「未組織病院訪問」「青年部

通信」  

№216 

2009/4/15  
●「透析療法の今後－夢と現実」  

田川市立病院副院長 中本雅彦先生  
●「腎臓移植 －本当に必要なの？－」

九州大学病院  
第一外科 北田秀久先生  

●ヒデ坊の移植日誌①  

●「やさしい介護保険入門

(1)」  

  

●活動報告  
「青年部通信」  

№215 

2009/2/15  
●「知ろう！新型インフルエンザ」  

  

●国民健康保険証に臓器提供意

思表示欄を設ける市町村が増え

る！  

●活動報告「役員会」「陳情報告

会」「宗像市糖尿病教室で体験発

表」「生活習慣予防対策研究会」

「日本赤十字九州国際看護大学授

業」「青年部通信」  

№214 

2008/12/15  
●冬こそ、体力増進しましょう  
ニコニコペースで脂肪燃焼・筋力ア

ップ  
●私の健康法  長尾病院理事長 

服部文忠先生  

●私たちの今を見つめて  
   「今の制度とこれから」  
●福祉タクシー券の配布状況  

●活動報告「各地区交流会」「青年

部通信」  

№213 

2008/10/15  
  ●福腎協の歩み②  

●重度障害者医療費助成制度  
●腎臓病患者の社会保障ガイド 
⑥その他  

●活動報告「九州ブロック前期会

議」「幹事会」「陳情活動」「臓器

移植フォーラム」「青年部通信」  

№212 

2008/8/15  
  ●福腎協の歩み①  

●ドナー側から見た移植医療の 
●活動報告「NHK 放送受信料基準

変更」「福岡市重度障害者医療費 

 

  問題点と啓発活動  
新小文字病院 吉開俊一先生  

●腎臓病患者の社会保障ガイド 
⑤障害年金応用編  

助成制度継続はがき運動展開」

「糖尿病透析患者は別指標」血

糖管理で治療ガイド作成」「通院

回数のアンケート調査」「北九州

地区病院腎友会役員研修会」「青

年部通信」  



№211 

2008/6/15  
●夏を上手に！元気に乗り切るために。  

九州大学病院  
第一外科  北田秀久先生

福岡赤十字病院腎臓内科   満生

浩司先生  

●福岡県の重度障害者医療②  
●腎臓病患者の社会保障ガイド 
④障害年金基礎編  

●活動報告「20 年度総会」「透析

医会との懇談会」「全腎協大会」

「入会のすすめ好評」「青年部通

信」  

№210 

2008/4/15  
●透析患者の副甲状腺から心血管病ま

で九州大学大学院病態機能内科学助

教  谷口正智先生  

  

●変わりゆく医療保障制度  
●腎臓病患者の社会保障ガイド 
③透析の医療費  

●活動報告「国会請願」「青年部通

信」  

№209 

2008/2/15  
●「子年」大いに語る  
   年男・年女座談会  

●重度障害者医療費助成制度  
●後期高齢者医療制度 Q&A  
●腎臓病患者の社会保障ガイド 
②利用できる主な福祉制度  

●活動報告「各地区交流会」「各市

町村糖尿病教室で体験発表」「臓器

移植推進について福岡県議会へ請

願」「日本赤十字看護大学授業参

加」「青年部通信」  

№208 

2007/12/15  
●移植と私たちを考える  
・移植推進ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ・移植ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  

●挑戦しよう「腎臓移植」  
青年部・移植者懇談会  

●インフルエンザに備えよう  
●腎臓移植の「長期生着へ向けて」  

●腎臓病患者の社会保障ガイド 

①身体障害者手帳(福岡方式)  
●活動報告「福岡県重度障害者医

療費助成制度に所得制限？」「後

期高齢者医療制度について」「太

宰府とで福祉手当支給開始」「青

年部通信」  

№207 

2007/10/15  
●ザ！在宅血液透析  

家で透析が!! その方法田川市立

病院副院長 中本雅彦先生  

●後期高齢者医療制度  
●知って役立つ移植後の障害年

金②  

●活動報告「地区別病院腎友会研

修会」「移植部学習会」「後期高

齢者医療制度の要望」「幹事会」

「青年部通信」  

№206 

2007/8/15  
●長期透析者に学ぶ  
～その生きざまから学べるもの～  

・植田肇さん・香月英子さん・上野宏樹

さん  
●透析生活を前向きに生きるために藤見

惺先生との対談  

●日本透析医学会『わが国の慢

性透析療法の現状』より  
●知って役立つ移植後の障害年

金①  

●活動報告「朗読ボランティア福

岡綸の会と懇談会「筑豊地区学

習会」「福岡地区病院腎友会役員

研修会」「各市町村に陳情開始」

「第 1 回在宅血液透析講演会」

「まさと君募金の報告」「各市町

村腎友会総会」「青年部通信」  

  

№205 

2007/6/15  
●第 35 回福腎協大会  ●福岡県「重度障害者医療費助

成」制度について県に要望書

提出  
●自立支援医療の自己負担額  
●路上駐車許可証交付について  
●知って役立つ移植の医療費  

  

●活動報告「19 年度福腎協総会」

「透析医会との懇談会」「大牟田

市の糖尿病教室で体験発表」「全

腎協全国大会 in 佐賀」「青年部

通信」  

№204 

2007/4/15  
  

  

●後期高齢者医療制度について  
●数字で読む透析の現況  

(2005 年 12 月 31 日現

在)  

  

●活動報告「国会請願」「青年部通

信」  

№203  
2007/2/15  

  

●「だから私は移植を選んだ」  
・鶴田しおりさん・松田裕子さん  

・石松知親さん・金太夫さん  
「これから腎移植を希望される  

透析患者さんへ」

九州大学病院 杉谷篤先生  
「献腎移植の登録方法」  

●県・市町村への陳情活動  
●世界一の移植推進国を訪ねて

福岡県移植 co 岩田誠司さん  
●国内旅行先での臨時透析  

―その手続きと準備―  

●活動報告「役員会」「幹事会」

「市町村腎友会役員会」「苅田町

糖尿病教室」「久留米市腎友会・

学習会開催」「日中韓シンポジウ

ム」 
「青年部通信」  

№202  
2006/12/15  

  

●CAPD ちょこっとｲﾝﾀﾋﾞｭｰ⑥   ●「医療制度改革を背景に何を

なすべきか」  
●活動報告「各地区交流会」「後期

高齢者医療制度」「福岡県陳情」 
「透析患者防災メールまもるく

ん」  



   ―医師として患者として― 

レメディ北九州ネフロクリニ

ック  

「臓器移植推進街頭キャンペー

ン」 

 

  院長  金 成泰先生  
●「ハート・プラス」マーク  

「青年部通信」  

№201  
2006/10/15  

  

●200 号記念 透析未来形  
「透析患者さんの死と私の死生観」

田川市立病院副院長 中本雅彦先生  
「透析患者の事前意思表示文書」医

療倫理学・死生学 波多江信子さん  

●緊急通報システム  ●活動報告」「役員会」「幹事会」

「地区学習会」「筑後地区研修

会」「聖マリア病院腎友会学習

会」「九州ブロック会議「臓器

移植推進街頭キャンペーン」

「青年部通信」  

№200 

2006/8/15  
●「腎不全医療と共に歩んで」(Ⅲ)  

福岡腎臓内科クリニック 院長  
藤見 惺 先生  

●CAPD ちょこっとｲﾝﾀﾋﾞｭｰ⑤  

●TOPICS 長期高額療養費 ●

海外での透析！その準備  
●活動報告「各地区研修会」「全

腎協課題別会議」「意思表示カ

ード配布」「愛の贈りもの改定

版作成中」「青年部通信」  

№199 

2006/6/15  
●「腎不全医療と共に歩んで」(Ⅱ)  

福岡腎臓内科クリニック 院長藤見 

惺 先生  

●県内における  
献腎提供の現状について福岡

県移植 co 岩田誠司さん  

●活動報告「第 34 回福腎協大

会」「18 年度総会」「役員会」

「透析医会との懇談会」「各市

町村腎友会総会」「いのちみつ

めて－小学校の授業協力」「青

年部通信」  

№198 

2006/4/15  
●「腎不全医療と共に歩んで」(Ⅰ)  

福岡腎臓内科クリニック 院長  
藤見 惺 先生  

●今だからこそ知っておきたい  
「透析医療の本質」  

●CAPD ちょこっとｲﾝﾀﾋﾞｭｰ④   

●老齢厚生年金・退職共済年

金または遺族厚生年金受給者

などに朗報  

●活動報告「役員会」「幹事会」

「各地区学習会」「九州ブロッ

ク会議」「青年部学習会」「国会

請願」「青年部通信」  

№197 

2006/2/15  
●私たちをとりまく  

環境の変化について考える  
・国のねらいについて  
・福腎協活動について  
・「透析時間」について  

●レシピエントボイス⑩ 石松知親さん  

●障害者・低所得者・高齢者

対象の「生活福祉資金」②  
(福岡県の場合)  

●活動報告「役員会」「北九州地

区交流会」「市町村腎友会役員

会」「筑豊地区学習会」「診療報

酬改定に対する要望ハガキ運動

を展開」「青年部通信」  

№196 

2005/12/15  
●「石灰化から血管を守れ！  

リンは怖いぞ」

九州大学病院 講師  谷口正智先生  
●CAPD ちょこっとｲﾝﾀﾋﾞｭｰ③  

●障害者自立支援法 18 年４

月から実施！医療保険制度

改革案が提案される！  
●障害者・低所得者・高齢者

対象の「生活福祉資金」

①  
(福岡県の場合)  

●活動報告「臓器移植推進街頭キ

ャンペーン」「各地区交流会」「健

康フェスタで意思表示カード配

布」「各市町村へ陳情」「青年部通

信」  

№195 

2005/10/15  
●レシピエントボイス⑨ 古本樹男さん  ●政令都市では初めて！福岡

市で国民健康保険証に意思

表示欄設ける  

●活動報告「幹事会」「病院腎友

会役員研修会」「全腎協九州ブロ

ック前期会議」「重度障害者医療

費助成制度存続を福岡県へ要望」

「青年部通信」  

№194 

2005/8/15  
●福岡県西方沖地震のウラ側福岡県透

析医会副会長 隈博政先生  

  
●CAPD ちょこっとｲﾝﾀﾋﾞｭｰ②   

●障害者自立支援法案「自立

支援医療(更生医療)」の自己

負担が１万円となっても―。  

●活動報告「幹事会」「国会前で

抗議・座り込み」「市町村陳情の

オープン参加学習会」「障害者自

立支援法を考える福岡県民集会」

「障害者自立支援法案に対する要

望書を議員に提出」「病院腎友会

役員研修会」 
「青年部通信」  



№193  
2005/6/15  

  

●透析療法の原点  
 島松内科医院 院長 島松和正先生  

●レシピエントボイス⑧ 東 光敏さん  

●知って役立つ移植者の年金  ●活動報告「17 年度総会」「福岡

難病連北九州市陳情」「役員会」

「福岡県透析医会との懇談会」

「各市町村の糖尿病教室で体験発

表」「臨床工学技士を目指す学生

へ講演」「青年部通信」  

№192  
2005/4/15  

  

●「明るく、楽しく、良い透析」  
くま腎クリニック院長  隈博政先生  

●CAPD ちょこっとｲﾝﾀﾋﾞｭｰ①   

●知って役立つ移植の医療

費・福祉情報  
●活動報告「役員会」「北九州地

区学習会」「筑後地区学習会」「国

会請願」「九州ブロック会議」「青

年部通信」  

№190  
2005/2/15  

  

●透析導入期の仲間へのアドバイス  
―より良い透析生活をおくるために

―  
●レシピエントボイス⑦ 石河保行さん  

●更生医療が厳しくなるって

本当なの？  
●無年金障害者に給付金が出

るって？  

●活動報告「幹事会」「市町村腎

友会代表役員会」「青年部通信」  

 

№189  
2004/12/15  

  

●突然の災害  
その時あなたはどうしますか？  

●レシピエントボイス⑥ 杉本未来さん  

●障害・老齢年金の併給とは  ●活動報告「臓器移植推進街頭キ

ャンペーン」「市町村福祉まつりで

臓器提供意思表示カード配布」「青

年部通信」  

№188  
2004/10/15  

  

●レシピエントボイス⑤ 金太夫さん  ●NTT 災害用  
伝言ダイヤルサービス  

●活動報告「役員会」「幹事会」

「九州ブロック会議」「陳情活動」

「移植部学習会」「青年部通信」  

№187  
2004/8/15  

  

●「どうして二次性副甲状腺  
機能亢進症になるのか(Ⅱ)」

九州大学病院  徳本正憲先生  
●レシピエントボイス④ 黒岩威彦さん  

●知って役立つ福祉情報  ●活動報告「役員会」「幹事会」

「青年部通信」  

№186  
2004/6/15  

  

●「経済環境とこれからの透析医療」

日本透析医会会長 山崎親雄先生  
●レシピエントボイス③ 稲吉真愉実さ

ん  

  ●活動報告「16 年度総会」「福岡

県 
透析医会との懇談会」「青年部通

信」  

№184  
2004/4/15  

  

●「どうして二次性副甲状腺  
機能亢進症になるのか(Ⅰ)」

九州大学病院  徳本正憲先生  
●レシピエントボイス② 坂本文広さん  

●障害者手帳３級の認定基準改

善について  
●活動報告「役員会」「九州ブロッ

ク会議」「国会請願」「筑後地区学

習会」「青年部通信」  

№183  
2004/2/15  

  

●手根管症候群はなぜ起きる？症状

は？  

  
●レシピエントボイス① 近藤和代さん  

  ●活動報告「役員会」「幹事会」

「市町村腎友会代表役員会」「病院

腎友会役員研修会」「国会請願」

「学園祭で臓器提供意思表示カー

ド配布」 
「青年部通信」  

№182  
2003/12/15  

  

●「CAPD の現状と問題点」  
済生会八幡総合病院腎センター  

主任部長 中本雅彦先生  
●腎臓移植の実情を知ろう！№2 九州

大学病院 杉谷篤先生  

  ●活動報告「役員会」「福岡地区運

動会」「地区交流会」「健康ﾌｪｽﾀで

臓器提供意思表示カード配布」「各

市町村の糖尿病教室で体験発表」

「青年部通信」  

№181  
2003/10/15  

  

●腎臓移植の実情を知ろう！№1  
九州大学病院 杉谷篤先生  

●腎臓移植者の選定方法変更  
●診療報酬改定  
●障害者手帳３級の認定基準改

善について  

●活動報告「臓器移植推進街頭キ

ャンペーン」「役員会」「幹事会」

「病院腎友会役員研修会」「青年部

通信」  

№180  
2003/8/15  

  

●愛の贈りもの ﾊﾟｰﾄ 3  
膵・腎同時移植者と献腎移植者体験

記  

  

●ＮＴＴドコモ携帯電話の基本

使用料が半額に！  
●活動報告「宿泊幹事会」「移植部

学習会」「青年部通信」  



№179  
2003/6/15  

  

●福腎協 30 周年記念てい談  
「21 世紀の腎不全医療を語る」  

・済生会八幡総合病院 中本雅彦先生  
・九州大学病院      杉谷 篤先生  

・ネフロクリニック     金 成泰先生  

  

  

●活動報告「福腎協 30 周年記念

大会」「30 周年感謝のつどい」

「役員会」「15 年度総会」「国会

請願」「福岡県透析医会との懇談

会」「青年部通信」  

  

№177  
2003/4/15  

  

●「よりよい透析医療を求めて」  
九州大学病院助教授 平方秀樹先生  

●「2 時間家庭透析で何が変わるか」

済生会八幡総合病院腎センター  
主任部長 中本雅彦先生  

●「腎不全医療の今後を予測する」  
重松クリニック院長  重松 勝先生  

●「至適透析と検査データを考える」

中野内科循環器科院長 中野保彦先生  

●移植者の障害年金  
●腎臓疾患患者福祉給付金の給

付要件見直し  

●活動報告「役員会」「九州ブロッ

ク会議」「青年部通信」  

№176  
2003/2/15  

  

●「移植者の検査データの見方」  
●「いつ腹膜透析から他の腎代替療法

に切り替えるか②」  
久留米第一病院腎センター部長 

枝圀節雄先生  

  ●活動報告「役員会」「幹事会」

「市町村腎友会代表役員会」「青年

部通信」  

№175  
2002/12/15  

  

●「いつ腹膜透析から他の腎代替療法

に切り替えるか①」  
久留米第一病院腎センター部長 

枝圀節雄先生  

  ●活動報告「役員会」「福岡地区運

動会」「筑豊地区バスハイク」「臓

器移植推進街頭キャンペーン」「青

年部通信」  

№174    ●診療報酬改定－その後  ●活動報告「役員会」「九州ブロッ

ク 

 

2002/10/15  

  
  会議」「病院腎友会役員研修会」

「陳情活動」「青年部通信」  

№173  
2002/8/15  

  

    ●活動報告「宿泊幹事会」「九州ブ

ロック青年交流集会(福岡)」「病院

腎友会役員研修会」「愛のおくりも

の（移植体験を読んでの反響」「青

年部通信」  

№172  
2002/6/15  

  

●ＣＡＰＤと腹膜について②  
福岡赤十字病院 水政 透先生  

●献腎移植の登録方法  

  ●活動報告「14 年度総会」「役員

会」「福岡県透析医会との懇談会」

「青年部通信」  

  

№170  
2002/4/15  

  

●ＣＡＰＤと腹膜について①  
福岡赤十字病院 水政 透先生  

●適正なドライウエイトのために三井島

内科ｸﾘﾆｯｸ院長 三井島千秋先生  
●透析における薬物治療  

古賀病院薬剤師 藤丸博紹さん  
●膵・腎同時移植者に聞く  

●診療報酬―かつてない改悪時

間制や食事等廃止に  
●活動報告「役員会」「九州ブロッ

ク会議」「宿泊幹事会」「国会請

願」「青年部通信」  

№169  
2002/2/15  

  

  ●献腎移植希望者の選択基準の

改正  
●活動報告「役員会」「陳情活動」

「各市町村糖尿病教室で体験発

表」「総会と大会の形式変更」「青

年部通信」  



№168  
2001/12/15  

  

●「腎不全医療と共に歩んで」(Ⅲ)  福

岡腎臓内科クリニック 院長  
藤見 惺 先生  

●移植腎機能の低下予防について九州大

学病院 杉谷 篤先生  
●腹膜の基本的な構造と  

ＣＡＰＤ患者の腹膜劣化について

福岡赤十字病院 水政 透先生  

  ●活動報告「役員会」「福岡地区運

動会」「ＣＡＰＤバック工場見学」

「全腎協青年交流集会」  

№167  
2001/10/15  

  

●「腎不全医療と共に歩んで」(Ⅱ)  福

岡腎臓内科クリニック 院長  
藤見 惺 先生  

  

  ●活動報告「幹事会」「移植部バス

ハイク」「青年部キャンプ」「臓器

移植推進街頭キャンペーン」  

№166  
2001/8/15  

  

●「腎不全医療と共に歩んで」(Ⅰ)  福

岡腎臓内科クリニック 院長  
藤見 惺 先生  

  

  ●活動報告「宿泊幹事会」「各市町

村腎友会総会」「全」腎協相談員研

修会」「九州ブロック青年交流集

会」  
「30 周年記念ビデオ完成」  

№165  
2001/6/15  

  

●「水と透析療法」  
古賀病院腎センター部長 佐藤 隆先生  

  

  ●活動報告「第 29回」総会」「福

岡地区バスハイク」  

№163  
2001/4/15  

  

●「エリスロポエチン  
―透析患者さんの貧血の治療―」宗

像医師会病院 石田伊都子先生  

●透析医療費の制度について  ●活動報告「役員会」「幹事会」

「国会請願」「九州ブロック会議」

「青年部筑後地区交流会」  

№162  
2001/2/15  

  

    ●活動報告「役員会」「市町村腎友

会代表役員会」「実態調査報告」

「移植体験記「愛の贈りもの」を

学校配布へ」「青年部福岡地区交流

会」  

№161  
2000/12/15  

  

●「透析をうけながらの出産」  
九大移植部  柳瀬隆子さん  

  ●活動報告「ＣＡＰＤ学習会」「移

植部学習会」「福岡地区運動会」

「筑後地区交流会」  

№160  
2000/10/15  

  

●「透析 30 年限界説への挑戦

②」済生会八幡総合病院腎セン

ター主任部長 中本雅彦先生  

●福岡県重度障害者医療費助成

制度見直しの動き  
●活動報告「幹事会」「臓器移植推

進街頭キャンペーン」「各地フェス

タで意思表示カード配布」「北九州

地区バスハイク」「全腎協青年交流

会」  

№159  
2000/8/15  

  

●「透析 30 年限界説への挑戦

①」済生会八幡総合病院腎セン

ター主任部長 中本雅彦先生  

●「介護保険と透析患者」  
九州大学助教授 伊藤周平先生  

●活動報告「宿泊幹事会」「市町村

腎友会代表役員会」「移植部バスハ

イク」「九州ブロック青年交流集

会」  

№158 

2000/6/15  
    ●活動報告「第 28 回総会」「役員

会」  
「福岡県透析医会との懇談会」「福

岡 

 

    地区バスハイク」」「国会請願」「青

年部学習会・交流会」  

№156  
2000/4/15  

  

●「透析患者さんのお薬」  
平尾クリニック院長   王 幸則先生  

●「ニコニコペースの運動」  

●「障害者の福祉ガイド」  
●「介護保険について」久留米

市主査 萩尾俊一郎氏  

●活動報告「役員会」「各地区バス

ハイク」「九州ブロック会議」  

№155  
2000/2/15  

  

    ●活動報告「役員会」「青年部結成

総会」「福岡地区運動会」「通院送

迎ボランティア」  

        



№154  
1999/12/15  

  

● 患者の体験発表④  
「糖尿病から透析導入へ」  

古賀病院  永野敏光さん

助言者  済生会八幡総合病院 中本雅

彦先生  

  ●活動報告「役員会」「全国移植者

スポーツ大会」「陳情活動」「地区

バスハイク・交流会」  

№153  
1999/10/15  

  

● 患者の体験発表③  
「発病・透析そして移植」  

福岡赤十字病院（移植） 磯田広美さ

ん助言者  済生会八幡総合病院 中本雅

彦先生  

  ●活動報告「役員会」「臓器移植推

進街頭キャンペーン」「各地フェス

タで意思表示カード配布」「全腎協

青年交流集会」「移植部バスハイ

ク」  

№152  
1999/8/15  

  

● 患者の体験発表②  
「ＣＡＰＤ、血液透析のいいところ」  
福岡赤十字病院ＣＡＰＤ 石松知親さ

ん助言者  済生会八幡総合病院 中本雅

彦先生  

  ●活動報告「宿泊幹事会」「腎友会

の活動」「地区別活動」  

№151  
1999/6/15  

  

● 患者の体験発表①  
「透析 25 年を振り返って」  
はまゆう会王子病院 三阪紘一さん

助言者  済生会八幡総合病院 中本雅彦

先生  

  ●活動報告「第 27回総会」「役員

会」「幹事会」「国会請願」「福岡地

区バスハイク」「各地フェスタで意

思表示カード配布」  

№149  
1999/4/15  

  

● 「ＣＡＰＤのいろいろ」  
済生会八幡総合病院腎センター  

部長 中本雅彦先生  
●「快適な眠りのために」山口大学医

学部精神科 渡邉克己先生  

  ●活動報告「九州ブロック会議」

「各地区学習会」  

№148  
1999/2/15  

  

    ●活動報告「役員会」「難病連陳

情」  

  

№147  
1998/12/15  

  

●「糖尿病性腎不全を考える」  
福岡赤十字病院副院長 藤見 惺先生  

●体験記  折尾ｸﾘﾆｯｸ 淵脇 泓さん  

●免許証、保険証に臓器提供意

思表示システム導入へ  
●活動報告「役員会」「福岡地区運

動会」「ハローワーク訪問」「臓器

提供意思表示カード 70 万枚配

布」  

№146  
1998/10/15  

  

●「私たちの医療と福祉を考える

（下）」全腎協常務理事 小林孟史

様  

  ●活動報告「腎移植推進街頭キャ

ンペーン」「市町村陳情」「九州」

ブロック会議」「全腎協青年交流集

会」「全国移植者スポーツ大会」  

№145  
1998/8/15  

  

●「私たちの医療と福祉を考える

（上）」全腎協常務理事 小林孟史

様  

  ●活動報告「宿泊幹事会」「移植部

バスハイク」「地区別活動」  

№144  
1998/6/15  

  

    ●活動報告「第 26回総会」「役員

会」「臓器提供意思表示カード配

布」「青年部バスハイク」「国会請

願」  

№142  
1998/4/15  

  

●「透析患者さんの心理」  
天神クリニック副院長  菅  朗先生  

●「透析患者と心臓病」  
信愛クリニック院長 庄垣内良人先生  

●「透析患者の合併症と生活の工夫」

今立内科クリニック院長 今立俊一先生  
●「透析患者の災害対策を考える②」  

  ●活動報告「九州ブロック会議」

「ＣＡ 
ＰＤ学習会」  

№141  
1998/2/15  

  

●「透析患者の災害対策を考える①」    ●活動報告「移植部結成総会」「地

区・青年部・腎友会だより」  

 



№140  
1997/12/15  

  

  ●医療保険制度改定で医療はど

うなる― 医療費負担大幅増加  
●活動報告「地区・青年部・腎友

会だより」  

№139  
1997/10/15  

  

  ●自動車税の課税免除の範囲拡

大  
●活動報告「腎移植推進街頭キャ

ンペーン」「九州ブロック会議」

「地区・青年部・腎友会だより」  

№138  
1997/8/15  

  

    ●活動報告「宿泊幹事会」「雇用促

進について北九州市へ陳情」「地

区・青年部・腎友会だより」  

№137  
1997/6/15  

  

    ●活動報告「第 25回総会」「地

区・青年部・腎友会だより」  

№135  
1997/4/15  

  

●「ＣＡＰＤの今日的課題と今後の展

望」  
筑豊病院腎センター部長 廣重欣也先生  

  ●活動報告「陳情活動」「ＣＡＰＤ

学 
習会」「地区・青年部・腎友会だよ

り」  

№134  
1997/2/15  

  

  ●「医療保険制度見直し―  
今後どうなる私たちの医療」  

  

№133  
1996/12/15  

  

●「腎臓移植の実際と現状」  
済生会八幡総合病院院長 合屋忠信先生  

  ●活動報告「地区・青年部・腎友

会だより」  

№132  
1996/10/15  

  

    ●活動報告「腎移植推進国民大会

福岡大会」「腎バンク登録呼びかけ

街頭キャンペーン」「九州ブロック

会議」「地区・青年部・腎友会だよ

り」  

№131  
1996/8/15  

  

●「いい透析とその限界」  
高橋内科クリニック院長 高橋 尚先

生  

  ●活動報告「宿泊幹事会」「全腎協

相談員研修会」「地区・青年部・腎

友会だより」  

№130  
1996/6/15  

  

  ●北九州市重度障害者医療証に

所得制限導入  
●活動報告「第 24回総会」「地

区・青年部・腎友会だより」  

№128  
1996/4/15  

  

●「透析ライフ―長生きの秘訣」  
長期透析者の暮らしと意見助言

者 小倉第一病院 中村定敏先生  

  ●活動報告「各地区学習会」「CAPD 

学習会」「九州ブロック会議」「地

区・青年部・腎友会だより」  

№127  
1996/2/15  

  

●なかなか進まぬ移植医療  
●移植希望者の登録方法  

  ●活動報告「地区・青年部・腎友

会だより」  

№126  
1995/12/15  

  

●「母からの」おくりものが  
もう一つの命を生ん

だ」福岡赤十字病院移植者  磯田広美

さん  

  ●活動報告「福岡地区学習会」「筑

豊地区バスハイク」「筑後地区清掃

活動」「入院給食費助成について陳

情」「地区・青年部・腎友会だよ

り」  

№125  
1995/10/15  

  

    ●活動報告「腎バンク登録呼びか

け街頭キャンペーン」「九州ブロッ

ク会議」「地区・青年部・腎友会だ

より」  

№124  
1995/8/15  

  

  ●公的介護保険制度  ●活動報告「宿泊幹事会」「北九州

市陳情」「地区・青年部・腎友会だ

より」  

№123  
1995/6/15  

  

  ●市町村の福祉施策①  
(福祉手当)  

●活動報告「第 23 回福腎協総

会」 
「地区・青年部・腎友会だより」  



№121  
1995/4/15  

  

●どうするか 災害対策  
●お尋ねします⑧  

「骨・関節障害（整形外科）」  

●日本腎移植ネットワーク発足  ●活動報告「地区・青年部・腎友

会だより」  

№120  
1995/2/15  

  

    ●活動報告「全腎協シンポジウム

糖尿病性腎症と患者の自立」「CAPD 

学習会」「地区・青年部・腎友会だ

より」  

№119 

1994/12/15  
●「血液の感染を考える  

―より安全な透析を目指し

て」  

  ●活動報告「透析施設協議会の先 
生方との懇談会」「地区・青年部・

腎 

 

  ●お尋ねします⑦  
「骨・関節障害（内科）」  

 友会だより」  

№118  
1994/10/15  

  

    ●活動報告「腎バンク登録呼びか

け街頭キャンペーン」「入院給食費

助成について陳情」「地区・青年

部・腎友会だより」  

№117  
1994/8/15  

  

●公開座談会  
「よみがえる生命のかけ橋」  

●お尋ねします⑥  
「食事療法のポイント（リン）」  

  ●活動報告「宿泊幹事会」「渇水で

県と市へ緊急陳情」「地区・青年

部・腎友会だより」  

№116  
1994/6/15  

  

●お尋ねします⑤  
「ＣＡＰＤ患者のリンコントロール」  

  ●活動報告「第 22回総会」「地

区・青年部・腎友会だより」  

№114  
1994/4/15  

  

●お尋ねします④  
「足のイライラ」  
「副甲状腺ホルモンについて」  

  ●活動報告「国会請願」「九州ブロ

ック会議」「地区・青年部・腎友会

だより」  

№113  
1994/2/15  

  

●お尋ねします③  
「皮膚の乾燥、かゆみ」  

●「腎移植を体験して②」  

  ●活動報告「幹事会」「CAPD 学習

会」「地区・青年部・腎友会だよ

り」  

№112  
1993/12/15  

  

●お尋ねします②  
「不整脈」  「Ｃ型肝炎」  

●「腎移植を体験して①」  

  ●活動報告「対馬へ透析施設の増

設を陳情」「地区・青年部・腎友会

だより」  

№111  
1993/10/15  

  

●お尋ねします①  
「脱毛」  「ドライウエイトの設定」  

  

  ●活動報告「腎バンク登録者拡大

街頭キャンペーン」「腎バンク講演

会」 
「地域腎友会づくり研修会」  

№110  
1993/8/15  

  

  ●医療保険審議会中間まとめ  
来年より一部患者負担の方向へ  

●活動報告「宿泊幹事会」「地区・

青年部・腎友会だより」  

№109  
1993/6/15  

  

●「新しい抗凝固剤と低分子量ヘパリン

2」健和総合病院内科部長 江頭眞紀子先

生  

  ●活動報告「第 21 回総会」「20 

周年感謝の集い」「20 周年記念誌

発刊」  

№107  
1993/4/15  

  

●「どうとらえるインフォーム・ドコン

セント」 ●「新しい抗凝固剤と低分子

量ヘパリン 1」健和総合病院内科部長 

江頭眞紀子先生  

●福祉定期預金  ●活動報告「国会請願」「九州ブロ

ック会議」「地区・青年部・腎友会

だより」  

№106 

1993/2/15  
●「ハイ・パフォーマンス・メンブレン 

2」  
健和総合病院内科部長 江頭眞紀子先生  

●福祉八法の改正を考える ●

透析で身障者手帳 3 級？  
●活動報告「宿泊幹事会」「ＣＡＰ

Ｄ学習会」「地区・青年部・腎友会

だより」  

№105  
1992/12/15  

  

●「ハイ・パフォーマンス・メンブレン 

1」  
健和総合病院内科部長 江頭眞紀子先生  

●脳死・臓器移植に関する法制

化  
●活動報告「地区・青年部・腎友

会だより」  



№104  
1992/10/15  

  

●「透析アミロイドーシス」  
健和総合病院内科部長 江頭眞紀子先生  
●腎移植その夢と現実 2  東京女子医科

大学 太田和夫先生  

  ●活動報告「腎バンク登録者拡大

街頭キャンペーン」「九州ブロック

会議」  
「地区・青年部・腎友会だより」  

№103  
1992/8/15  

  

●「透析患者とエリスロポエチン 2」健

和総合病院内科部長 江頭眞紀子先生  
●腎移植その夢と現実 1 東京女子医科

大学 太田和夫先生  

  ●活動報告「宿泊幹事会」「全腎協

相談員研修会」「地区・青年部・腎

友会だより」  

№102  
1992/6/15  

  

●「透析患者とエリスロポエチン 1」  
健和総合病院内科部長 江頭眞紀子先生  

  

●医療法「改正」を考える  ●活動報告「第 20回総会」「地

区・青年部・腎友会だより」  

№100  
1992/4/15  

  

●100 号記念特集 「腎移植座談会」  
●「透析患者の骨病変 5」  
健和総合病院内科部長 江頭眞紀子先生  

  

  ●活動報告「国会請願」「九州ブロ

ック会議」「地区・青年部・腎友会

だより」  

№ 99  
1992/2/15  

  

●脳死について  
●「透析患者の骨病変 4」健和総合病院

内科部長 江頭眞紀子先生  

  ●活動報告「幹事会」「ＣＡＰＤ学

習会」「地区・青年部・腎友会だよ

り」  

№ 98  ●「透析患者の骨病変 3」  ●タクシー料金 1 割引き実施  ●活動報告「福腎協顧問が語る透 

 

1991/12/15  

  

健和総合病院内科部長 江頭眞紀子先生   析・福腎協のあゆみ」「地区・青年

部・腎友会だより」  

№ 97  
1991/10/15  

  

●「透析患者の骨病変 2」  
健和総合病院内科部長 江頭眞紀子先生  

  ●活動報告「腎バンク登録者拡大

街頭キャンペーン」「九州ブロック

会議」「障害年金学習会」「地区・

青年部・腎友会だより」  

№ 96  
1991/8/25  

  

●「透析患者の骨病変 1」  
健和総合病院内科医長 江頭眞紀子先生  

●国民年金・厚生年金の障害等

級認定基準  
●活動報告「宿泊幹事会」  

№ 95  
1991/6/25  

  

●体験記―透析 20 年を迎えて  
王子病院腎友会  金栗靖司さん  

  ●活動報告「第 19 回総会」「福岡

県腎臓バンク基金、目標額達成」

「地区・青年部・腎友会だより」  

№ 94  
1991/4/30  

  

●「血液 pH を考える」  
大阪厚生年金病院内科部長 白井大禄先

生  

●「福岡県腎臓バンク」開設  ●活動報告「国会請願」「九州ブロ

ック会議」「ＣＡＰＤ学習会」  

№ 93  
1991/2/25  

  

●CCPD の実演報告―寝ている間に透析    ●活動報告「幹事会」「地区・青年

部・腎友会だより」  

№ 92  
1990/11/25  

  

●検査データの読み方    ●活動報告「腎バンク登録者拡大

街頭キャンペーン」「腎移植推進キ

ャラバン活動」「地区・青年部・腎

友会だより」  

№ 91  
1990/10/15  

  

●「長期透析者の合併症について②」

福岡赤十字病院内科部長 藤見惺先生  
●透析治療に伴う骨障害  

  ●活動報告「九州ブロック会議」

「透析施設協議会の先生方との懇

談会」  
「地区・青年部・腎友会だより」  

№ 90  
1990/8/25  

  

●「長期透析者の合併症について①」

福岡赤十字病院内科部長 藤見惺先生  
●ドライウエイトの決め方  

  ●活動報告「宿泊幹事会」「地区・

青年部・腎友会だより」  

№ 89  
1990/7/ 1  

  

●「透析患者の呼吸器系合併症」    ●活動報告「第 18回総会」「地

区・青年部・腎友会だより」  



№ 88  
1990/5/25  

  

●「エリスロポエチンについて」    ●活動報告「幹事会」「国会請願」 
「地区・青年部・腎友会だより」  

№ 87  
1990/3/15  

  

●「穿刺部の処置について」  ●JR・航空運賃割引の手引き  ●活動報告「九州ブロック会議」

「ＣＡ 
ＰＤ学習会」  

№ 86  
1989/11/25  

  

●「透析患者と貧血」    ●活動報告「役員会」「地区・青年

部・腎友会だより」  

№ 85  
1989/10/15  

  

●「透析中の血圧変動とその処置」    ●活動報告「腎バンク登録者拡大

街頭キャンペーン」「腎移植推進キ

ャラバン活動」「地区・青年部・腎

友会だより」  

№ 84  
1989/8/25  

  

    ●活動報告「宿泊幹事会」「九州ブ

ロック会議」「地区・青年部・腎友

会だより」  

№ 83  
1989/7/ 1  

  

    ●活動報告「第 17 回総会」「国会

請願」「地区・青年部・腎友会だよ

り」  

№ 82  
1989/5/25  

  

●異なる血液型の腎移植に成功    ●活動報告「九州ブロック会議」

「地区・青年部・腎友会だより」  

№ 81  
1989/3/15  

  

●脳死についてどう考えるか    ●活動報告「福岡地区運動会」  

№ 80 

1988/11/10  
    ●活動報告「腎登録者拡大街頭キ

ャンペーン」「透析施設協議会の先

生 

 

    方との懇談会」「九州ブロック会

議」 
「地区・腎友会だより」  

№ 79  
1988/8/15  

  

●長期透析患者の合併症手根管症候群と

肩の痛みについて② 済生会八幡病院

院長 合屋忠信先生  

●JR 他身体障害者割引制度の

内部障害者への適用拡大につい

て県議会に請願  

●活動報告  
「宿泊幹事会」「血液透析患者実態

調査報告完成」  

№ 78  
1988/6/20  

  

●長期透析患者の合併症手根管症候群と

肩の痛みについて① 済生会八幡病院

院長 合屋忠信先生  

  ●活動報告  
「第 16 回総会」  

№ 77  
1988/3/25  

  

  ●身体障害者割引制度の内部障

害者への適用拡大について 
JR 九州へ要望  

●活動報告「国会請願」「九州ブロ

ック会議」「地区・腎友会だより」

「福岡県腎不全対策推進会議発

足」  

№ 76  
1987/12/25  

  

    ●活動報告  
「腎登録者拡大街頭キャンペーン

特集」  

№ 75  
1987/10/20  

  

  ●腎疾患総合対策について県知

事に陳情書を提出  
●活動報告  
「事務所開設 5 年を振り返って」  

№ 74  
1987/7/10  

  

  ●県内全地域が腎エリア化  ●活動報告  
「第 15 回総会」「九州ブロック会

議」  

№ 73  
1987/4/15  

●「若年者腎炎シンポジウム」  
第一線の小中高養護教諭を対象に  

  ●活動報告「初の地区別幹事会」

「第 1回 CAPD患者交流会」「国会

請願署名カンパ全国一の実績」  



  

№ 72  
1986/12/25  

  

    ●活動報告  
「腎登録街頭キャンペーン特集」  

№ 71  
1986/9/20  

  

  ●福岡市福祉バス利用制度開始  ●活動報告  
「第 14 回総会」「役員会」「幹事

会」  

№ 70  
1986/5/20  

  

●移植を受けたい人が知っておくべきこ

と福岡赤十字病院 藤見 惺先生に聞く  
  ●活動報告  

「国会請願」「久留米大学病院へ腎

移植体制整備を要望」  

№ 69  
1985/11/15  

  

    ●活動報告  
「腎登録街頭キャンペーン特集」  

№ 68  
1985/9/5  

  

  ●若齢老齢年金  
来年 4 月制度廃止  

  

●活動報告  
「第 13 回総会」「全国青年交流集

会」  
「事務所開設 3 年を振り返って」  

№ 67  
1985/6/15  

  

    ●活動報告  
「昼間・夜間透析患者数一覧」  
「県南腎センター設置を久留米大

学病院と福岡県へ要望」  

№ 66  
1985/3/23  

  

  ●社会保険本人にも一部負担金  

  

●活動報告  
「第 12 回総会」「国会請願」「九

州ブロック会議」「腎登録街頭キャ

ンペーン」  

№ 65  
1984/7/20  

  

●腎移植体験記    ●活動報告  
「九州ブロック会議」「腎登録意識

調査結果」「健保改悪反対集会」

「国会請願」  

  

№ 64  
1983/10/20  

  

  ●「駐車禁止除外」許可される  ●活動報告  
「第 11 回総会」「事務所開設 1 

年を振り返って」「腎登録街頭キャ

ンペーン」  

№ 63  
1983/4/15  

  

    ●活動報告  
「九州ブロック会議」「国会請願」

「献眼運動」  

  

 

№ 62  
1982/11/13  

  

    ●活動報告  
「第 10 回総会」「事務局開設」

「青年部合宿」「腎登録統一街頭ア

ピール」  

№ 61  
1981/9/27  

  

●長生きのコツ(骨)  
高橋内科クリニック 高橋 尚先生  

●西鉄電車運賃半額に  ●活動報告  
「第 9 回総会」「アイバンクより

感謝状」「腎友会だより」  

別冊  
1981/5/15  

  

●「ジン臓病との戦い」作成  
全腎協結成 10 周年を記念して  

    

№ 60  
1981/5/1  

  

●「透析医療費改悪の嵐を前にして」  
福岡県透析施設協議会会長 中村定敏先

生  

    



№ 59  
1981/2/15  

  

    ●活動報告「役員挨拶」「幹事会」  
「腎登録統一街頭アピール」「児

童・生徒に腎臓手帳交付を要望」  

臨時号  
1981/2/1  

  

●「透析療法における自己管理につい

て」愛寿会病院副院長 野田益弘先生  
    

号外  
1980/11/25  

  

●西岡副会長 追悼  
「」  

    

№ 57  
1980/8/15  

  

    ●活動報告  
「第 8 回総会」「献眼運動」  
「全腎協第 10 回総会(福岡開

催)」  

№ 56  
1980/5/17  

  

    ●活動報告  
「第 1 次腎登録街頭アピール」  

  

№ 55  
1980/5/1  

  

●「快適な透析」  
北九州クリニック院長 中村定敏先生  

  ●活動報告  
「福岡死体腎登録を進める会結

成」  

別冊  
1980/3/30  

  

●「福岡死体腎登録を進める会」報道

資料  
    

№ 54  
1980/1/15  

  

●「自己管理の第一歩  
―障害を直視する勇気と努力」

南小倉病院長  矢内伸夫先生  

  ●活動報告  
「幹事会」  

  

№ 53  
1979/9/15  

  

    ●活動報告  
「第 7 回総会」  

№ 52  
1979/8/20  

  

      

特別号  
1979/4/1  

  

●人工透析児の記録映画「直子ちゃ

ん」報道資料  
    

№ 50  
1978/4/5  

  

    ●活動報告  
「国会請願署名カンパ」「直子ちゃ

ん映画化」「水ききんー命揺さぶる 

15 時間断水」  

特別号  
1978/1/20  

  

    ●活動報告  
「第 3 次眼球登録」―134 名分の

集団登録  

№ 48  
1977/10/8  

  

    ●活動報告  
「第 5 回総会」―じんセンター設

立、じん臓提供呼びかけ  

№ 44  
1977/8/5  

  

    ●活動報告  
「幹事会」―第 3 次眼球登録決

定、腎バンク全国的に開設、夜間

透析開始の施設  

 

№ 43  
1977/6/2  

  

  ●北九州市、福岡市が自動車運

転免許取得費助成を決定  
●活動報告  
「ドナーカードシステムによる死

体腎移植の幕開け」  



№ 42  
1977/3/15  

  

    ●活動報告  
「第 1 次眼球登録の中から」  

号外  
1977/1/10  

  

    ●活動報告  
「第 1 次眼球登録」―100 名分の

集団登録  

№ 39  
1976/6/25  

  

    ●活動報告  
「外来透析患者の 1 日入院扱いに

ついて県へ要望」  

№ 38  
1976/5/15  

  

    ●活動報告  
「第 2 回腎不全を考える集い―筑

後大会」  

№ 37  
1976/4/25  

  

    ●活動報告  
「第 2 回腎不全を考える集い―北

九州大会」  

№ 36  
1976/3/15  

  

●社会復帰特集号  
社会復帰を目指して､職場の中で  

「生きる」  

    

№ 27  
1975/5/8  

  

    ●活動報告  
「第 1 回腎不全を考える集い」  
「第 3 回総会日程・内容を決定」  

№ 21  
1974/11/7  

  

    ●活動報告  
「ジン臓病を救って！対県交渉  

―患者代表が県に要望」  

№ 16  
1974/7/10  

  

    ●活動報告  
「第 2 回総会特集」  

№  9  
1974/2/10  

  

    ●活動報告  
「第 1 回対県陳情結果」  
「人工透析と腎移植」の講演と映

画  

№  8  
1973/12/1  

  

    ●活動報告  
「会員実態調査結果」  

№  7  
1974/2/10  

  

      

№  6  
1973/12/15  

  

    ●活動報告  
「県会請願、異例のスピード採

択」  

№  5  
1973/12/25  

  

    ●活動報告  
「おせち料理 3 点の作り方」  

№  4  
1973/9/30  

  

●「病人とは思えない全腎協役員  
―要は節制と気力」  

※透析患者が気を付けること  

  ●活動報告  
「全腎協幹事会」  

№  3  
1973/8/25  

  

    ●活動報告  
「第 2 回代表者会議にて役員決

定」署名・カンパの取り組みにつ

いて  

№  2  
1973/8/1  

  

  ●バス運賃の割引が実現  ●活動報告  
「  



№  1  
1973/6/30  

  

    ●活動報告  
「第 1 回総会―226 名で福腎協結

成」  
「第 1 回代表者会議」  

  

  


