
年号 地区 実施日 演題    講演者 場  所 人数 

2013年 

平成 25年 

北九州 8月 18日 「福腎協会員の透析実態調査」報告 

福腎協事務局次長 吉川 功さん 

総合保健福祉 

センター 28 

福岡 11月 10日 「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 

ふくふくプラザ 
80 

筑後 8月 25日 「見落としがちな食品をチェックしよう」 

三井島内科クリニック栄養士 安武和香江 先生 

えーるピア久留

米 42 

筑豊 11月 10日 「足は第 2の心臓 閉塞性動脈硬化症から足を守ろう」 

小倉記念病院循環器科副部長 曽我 芳光 先生 

高橋内科 

クリニック内 

ホール 

43 

移植部 11月 7日 学習会「最近の腎移植の現状と長期生着への道」 

九州大学病院 腎・高血圧・脳血管内科 升谷 耕介 先生 

春日市 

クローバープラザ 60 

2012年 

平成 24年 

 

北九州 ７月 22日 ｢透析の基本や合併症について」 

        小倉記念病院 腎臓内科副部長 田村恭久先生 

アシスト 21 
48 

福岡 １１月４日 「やわらか血管で長生きしよう！～フットケアも忘れずに～」 

    福岡赤十字病院血液浄化療法内科 満生浩司先生 

ふくふくプラザ 
72 

筑後 ７月 10日 ｢フットケアは何故大切か｣ 

    久留米第一病院 腎センター外科医長 枝國節雄先生 

えーるピア 

久留米 60 

筑豊 １１月 11日 ｢透析患者の病態に応じた薬の選び方」 

   福岡歯科大学総合医学講座内科学分野 山田俊輔先生 

立岩公民館 
18 

移植部 ７月 8日 ｢腎移植最前線～移植準備から移植後生活の秘訣まで～｣ 

        福岡赤十字病院移植外科部長 本山健太郎先生 

春日市 

クローバープラザ 30 

2011年 

平成 23年 

 

北九州 ７月 24日 ｢透析と災害について-昨日までは他人ごと」 

        門司港腎クリニック 院長 田中秀欣先生 

総合保健福祉 

センター 48 

福岡 １１月２０日 ｢福岡県透析医会の災害対策」 

            福岡県透析医会会長 菰田哲夫先生 

ふくふくプラザ 
42 

筑後 ７月 10日 ｢大地震から何を学ぶ｣ 

        うすい内科循環器科 院長 碓井倫明先生 

えーるピア 

久留米 
60 

筑豊 １１月６日 ｢透析と動脈硬化症心疾患」 

          鯰田診療所 末永隆一郎先生 

直方市 

中央公民館 34 

移植部 ７月３日 ｢移植腎の長期生着への道｣ 

        福岡大学医学部泌尿器科教室 中村信之先生 

春日市 

クローバープラザ 30 

2010年 

平成 22年 
北九州 11月 7日 「透析年数によって起こる合併症」 

はまゆう会王子病院副院長 筬島 明彦先生 

 

51 

福岡 12月 19日 「シャント管理について」 

池田ﾊﾞ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 

 

 

筑後 11月 7日 「透析と心臓について」 

宮崎内科循環器科院長 宮崎 洋先生 

 

90 

筑豊 11月 14日 「二次性甲状腺機能亢進症について」 

百武泌尿器科医院医師 正野 武文先生  

 

28 

移植部 6月 27日 ｢移植後の生活密着した情報｣ 

－拒絶・感染・移植後の留意点・薬の話－ 

    九州大学病院第一外科 助教 北田 秀久先生 

 

43 

2009年 

平成 21年 

北九州 6月 21日 「新型インフルエンザを知ろう！そして対策を！」 

福岡県透析医会副会長 田中 秀欽先生 

 
27 

福岡 6月 14日 「新型インフルエンザを知ろう！そして対策を！」 

福岡県透析医会副会長 隈 博政先生 

 
43 

筑後 6月 21日 「新型インフルエンザを知ろう！そして対策を！」 

福岡県透析医会副会長 堀 義晴先生 

 
38 



筑豊 6月 21日 「新型インフルエンザを知ろう！そして対策を！」 

福岡県透析医会副会長 中嶋 文行先生 

 
26 

移植部 9月 5日 「移植腎を守るために腎臓のことを知ろう」 

福岡赤十字病院副協部長 平方 秀樹先生 

「移植者の食事療法―深田家ご飯話し」 

             移植者家族 深田 美保さん 

 
 

22 

2008年 

平成 20年 

北九州 8月 31日 「福腎協会員のための！情報教室 

透析生活を豊かにするために～」 

福腎協 事務局長 中島 由希子 

 
23 

福岡 2月 22日 「腎移植～本当に必要なの～」 

九州大学病院第 1外科助教 北田 秀久先生 

 
43 

筑後 3月 15日 「シャントトラブルの早期発見」 

福岡赤十字病院腎臓内科部長 池田 潔先生 

 
34 

筑豊 2月 15日 「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 

 
53 

青年部 10月 26日 ワークショップ「医療と福祉制度」 

福腎協 副会長 柳 秀昭 

 
8 

移植部 6月 22日 「移植者のための医療と福祉」 

福腎協 事務局長 中島 由希子 

 
27 

2007年 

平成 19年 

北九州 8月 19日 「よい食事、適度な運動、よい体調」 

北九州ネフロクリニック 看護師 6名 

 
31 

福岡 1月 27日 「患者さんの副甲状腺から心血管病まで」 

    ～新薬を含めた今後の展望～ 

九州大学病院腎疾患治療部 谷口 正智先生 

 
85 

筑後 2月 10日 「透析と運動療法」 

（株）健康科学研究所 石見 淳一先生 

 
52 

筑豊 6月 24日 「後期高齢者医療制度」 福腎協事務局対応 
 

29 

青年部 3月 9日 「シャントトラブルの早期発見」 

福岡赤十字病院 池田 潔先生 

 
59 

移植部 9月 9日 「腎移植の自己管理と再移植を考える」 

九州大学病院第 1外科助教 北田 秀久先生 

 
25 

2006年 

平成 18年 

北九州 
 

「医療制度改革を背景に～医師として、患者として」 

北九州ネフロクリニック所長 金 成泰先生 

 
57 

福岡 
 

「目と健康―失明を防ぐために」 

福岡大学医学部眼科講師 尾崎 弘明先生 

 
41 

筑後 
 

「これからの透析患者さんの生活の質を考える 

  （在宅血液透析と北九州方式による腹膜透析） 

田川市立病院副院長 中本 雅彦先生 

 
63 

筑豊 
 

「医療制度について」 福腎協 副会長 藤井 弘 
 

33 

青年部 3月 11日 ワークショップ 「医療・福祉制度について」 
 

14 

CAPD 10月 22日 「PD と HD、あらためて知っておこう：どこが違う？ 

                   こらからどうする？」 

  

  
福岡赤十字病院腎センターCAPD専任看護師 水内 恵子 

「CAPD歴 7年・ふつうへの挑戦」   柳瀬 隆子会員 

 
29 

2005年 

平成 17年 

北九州 11月 27日 「私たちの医療制度を知ろう！」 

福腎協事務局次長 中島 由希子 

 
69 

福岡 2月 26日 「いつもおいしく食事をいただくための 

          ゆかいな歯医者さんのお話！」 

つきやま歯科医院院長 築山 雄次先生 

 
50 

筑後 2月 19日 「腎不全より怖いキラー物質・リン：その理解とコントロール」 

九州大学病院腎疾患治療部 谷口 正智先生 

 
84 

筑豊 1月 29日 「栄養指導と自己管理」 

筑豊病院栄養士 野見山 久美先生 

 
29 



青年部 3月 19日 「在宅血液透析の現状とこれから」 

田川市立病院副院長 中本 雅彦先生 

「在宅血液透析患者による体験談」 

（横浜市在住）山之内 文子さん 

 
41 

CAPD 10月 16日 「医療制度見直しにより透析患者の医療費はどうなるの」 

福腎協 事務局次長 中島 由希子 

「腎不全より怖いキラー物質・リン：その理解とコントロール」 

九州大学病院腎疾患治療部 谷口 正智先生 

 
83 

移植部 11月 20日 「移植に関する医療費制度を知ろう」 

福腎協 事務局次長 中島 由希子 

VTRから学ぶ「移植後の生活をもっと快適に過ごす方法」 

東邦大学医学部腎臓学 相川 厚先生 

 
30 

2004年 

平成 16年 
北九州 3月 6日 「在宅血液透析のその後」 

済生会八幡総合病院腎センター主任部長 中本 雅彦 
ウエル戸畑 90 

福岡 2月 27日 「明るく、楽しく、よい透析」 

福岡県透析医会会長 隈 博政先生 
市民福祉プラザ 104 

筑後 3月 13日 「腎移植の今を知ろう」 

九州大学第一外科講師 杉谷 篤先生 
えーるﾋﾟｱ 

久留米 
61 

筑豊 11月 7日 「透析のイロハと至適透析」 

高橋内科クリニック院長 由宇 宏貴先生 
直方市 

中央公民 
33 

青年部 7月 11日 「最近の腎移植事情～なぜ腎移植をすすめるか」 

九州大学第一外科講師 杉谷 篤先生 

体験談発表 ・移植者から～  ・ドナーの立場から 

市民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 44 

CAPD 10月 17日 患者の体験発表 

①    CAPDから献腎移植した体験談 

②    CAPDから生体腎移植した体験談  
③    CAPDから血液透析へ移行した体験談 

市民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 27 

移植部 7月 25日 「コーディネーターから見た移植の現場」 

福岡メディカルセンター 移植医療課臓器移植 岩田 誠司さん 
市民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 25 

2003年 

平成 15年 
北九州 8月 24日 「最近の透析療法」 

済生会八幡総合病院腎センター主任部長 中本 雅彦先生 
ウイズ 

行橋ﾎｰﾙ 
108 

福岡 2月 8日 「どうして二次性副甲状腺亢進症になるの？」 

九州大学付属病院腎疾患治療部 徳本 正憲 先生 
市民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 113 

筑後 2月 22日 患者の体験発表 

長期透析患者・・・・上野 宏樹 

移植者   ・・・・近藤 和代 

えーるﾋﾟｱ 

久留米 
45 

筑豊 11月 30日 「血液検査の用語の解説を中心に」 

筑豊病院腎センター 看護師長 真武 哲さん 
立岩公民館 40 

青年部 6月 29日 「検査データの見方」 

門司港腎クリニック院長 田中 秀欣先生 

「知らないとソンする福祉制度」 

全腎協職員 宮永 恵美さん 

ウエル戸畑 45 

CAPD 10月 19日 「透析患者のためのアロマケア＆フットケア」 

アロマセラピセト 看護師 山口 晴美先生 

「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 

クローバ 

プラザ 
45 

移植部 6月 15日 「ニコニコペースの運動について」 

福岡大学体育学部運動生理学教授 進藤 宗洋先生 
市民福祉プラザ 21 

2002年 

平成 14年 
北九州 3月 9日 「2時間家庭透析で何がかわる」 

済生会八幡総合病院腎センター部長 中本 雅彦先生 

「自分と向き合いたい」  敬愛ビジネス 倉成 史先生 

ウエル戸畑 99 

福岡 2月 9日 「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 
ふくふくプラザ 65 

筑後 2月 16日 「至適透析と検査データを考える」 

中野内科循環器科医院院長 中野 保彦差先生 
ｻﾝﾗｲﾌ久留米 55 



筑豊 12月 8日 「腎臓病患者の介護について」 

障問連事務局長 大里 恵先生 
直方中央公民館 43 

CAPD 10月 20 「腹膜透析から他の腎治療への切り替え」 

久留米第一病院腎センター部長 枝國 節雄先生 

 
69 

移植部 12月 8日 「移植者の検査データの見方」 

久留米第一病院腎センター部長 枝國 節雄先生 

 
30 

2001年 

平成 13年 
北九州 11月 18日 

3月 24日 
「透析患者の今後」東和病院院長 東 泰宏先生 

「透析患者の過去・現在・未来」 

北九州市腎友会会長 江頭 博幸 

八幡北九州ﾛｲﾔﾙ

ﾎﾃﾙ 

富士見ﾎｰﾙ 

60 

19 
福岡 2月 10日 「適正なドライウェイトのために」 

三井島クリニック院長 三井島 千秋先生 
市民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 42 

筑後 2月 17日 「透析における薬物治療」 

古賀病院薬剤師 藤丸 博招さん 
ｻﾝﾗｲﾌ久留米 55 

筑豊 12月 9日 「透析患者の薬の飲み方」 

西田クリニック院長 西田 雅弘先生 
飯塚中央公民館 42 

青年部 6月 10日 「透析患者を取り巻く就労問題」 

久留米ハローワーク 福冨 洋一さん 
クローバープラザ 25 

 
CAPD 11月 8日 「腹膜の基本機能と長期維持の知識」 

日赤腎センター 水政 透先生 

「至適透析について」 JMS中央研究所 浜田 博幸さん 

北九州市 

東部障害者福祉

会館 

 51 

移植部 11月 18日 「腎機能の低下の予防について」 

九州大学付属病院腎疾患治療部 杉谷 篤先生 

「移植から透析に戻った体験発表」    高原会員 

市民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 35 

2000年 

平成 12年 
北九州 11月 5日 「透析液清浄化から HDF療法へ」 

北九州ネフロクリニック所長 金 成泰先生 

 
41 

福岡 2月 11日 「エリスロポエチン・・・透析患者さんの貧血治療」 

宗像医師会病院腎センター医師 石田 伊都子先生 

 
50 

筑後 2月 18日 「水と透析療法」 

古賀病院腎センター部長  佐藤 隆先生 

 
86 

移植部 11月 12日 「生体腎移植と献腎移植の現状」「膵腎同時移植の現状」 

「わが国の脳死移植の現状」 

九州大学付属病院腎疾患治療部 杉谷 篤先生 

 
61 

CAPD 10月 15日 「CAPDの現状と将来の展望」 

済生会八幡総合病院腎センター部長 中本 雅彦先生 

「CAPDの変革期をむかえて」 

テルモ（株）九州エリアマネジャー 宇野 彰さん 

市民福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 77 

1999年 

平成 11年 

福岡 2月 13日 「透析患者さんのお薬」 

平尾クリニック院長 王 幸則先生 
大濠会館 110 

北九州 3月 26日 「障害者の福祉ガイド」について 

北九州市保健福祉局障害福祉課 主査 半田 昭子さん 

 
30 

筑後   2月 13日 「介護保険の全容について」 

久留米市役所保険福祉部保険年金課介護保険 

担当 萩尾 俊一郎さん 

ｻﾝﾗｲﾌ 

久留米 

38 

筑豊 2月 13日 「ニコニコペースの運動」 

アクアメッツスイミングスクール  岡村 修さん 
筑豊会館 33 

青年部 12月 12日 「青年部結成総会」 クローバー 

プラザ 

43 

 


