
第３５回全国筋ジストロフィー北海道大会 

～ 令和３年度 患者と家族の研修会［ハイブリッド開催］～ 

 
◆参加のご案内◆ 

 
１．大会の名称  第３５回 全国筋ジストロフィー北海道大会 ～令和３年度患者と家族の研修会～ 

                 

２．大会の目的 

      全国の筋ジストロフィー患者、筋疾患患者とその家族及びに関係者・応援者が一堂に集い、一日も早い 

根本治療の開発実現を求めると共に、筋ジストロフィー対策の促進を図り、「共に生きる社会」を目指し理解 

を深めることを目的に研修会を開催します。研修会では、治療の開発実現を求めると共に、障がい者総合支援 

法に基づいた「医療」「介護」「教育」「地域福祉」に関する諸問題について学習し、 情報交換と討議を本会場 

と Zoom 会場で同時に行い、患者と家族の生活の向上を求めます。 
 

３．主 催  一般社団法人 日本筋ジストロフィー協会  代表理事 貝谷 久宣 

        一般社団法人 日本筋ジストロフィー協会 北海道地方本部 

                  北海道大会実行委員長 : 竹田 保 （北海道地方本部長） 
                 

４．後 援 （予定） 

（行政） 厚生労働省、文部科学省、北海道厚生局、北海道、札幌市  

（研究） 国立精神・神経医療研究センター 

（医療） 北海道医師会、北海道大学病院小児内科、独立行政法人国立病院機構 

札幌市医師会、国立病院機構北海道医療センター、国立病院機構旭川医療センター 

（福祉） 北海道社会福祉協議会、札幌市社会福祉協議会、北海道身体障害者福祉協会、 

札幌市身体障害者福祉協会、北海道肢体不自由者福祉連合会、NPO 法人札幌 

肢体不自由児者父母の会、北海道難病連 

（教育） 北海道教育委員会、札幌市教育委員会、北海道立特別支援教育センター、 

北海道立心身障害者総合相談所、北海道立札幌肢体不自由児総合療育センター、 

札幌市児童福祉総合センター、北海道病弱虚弱教育研究会 

（報道） HBC 北海道放送、STV 札幌テレビ放送、UHB 北海道文化放送、TVH テレビ北海道、 

ＨＴＢ北海道テレビ放送、ＮＨＫ札幌拠点放送局、読売新聞北海道支社、 

朝日新聞北海道支社、北海道新聞社、毎日新聞北海道支社 
 

５．開催日  ２０２１年１０月 ９日（土）１０：００～ １０月１０日（日）１２：３０  
 

６．場 所   ◇本会場：京王プラザホテル札幌 

〒060-0005 北海道札幌市中央区北 5 条西 7 丁目 2-1 

                     TEL 011-271-0111（代表） FAX 011-271-1488 

              ◇Zoom 会場：Zoom ミーティング（Web） 
 

７．連絡先   実行委員長 : 竹田 保    Tel 090-8630-8857 

大会事務局 : 土田 政一  Tel 011-685-4647 
 

８．新型コロナウィルス対策について 

     全国的に新型コロナが蔓延しています。開催地の札幌市以外の地域から参加される方は、Zoom で 

    の参加をお願いいたします。 参加申込要領をお読みいただき万全な対策でご参加ください。 

 



第３５回全国筋ジストロフィー北海道大会 式次第 

１日目（令和３年１０月９日） 

受付開始  ９：３０～ 

開会宣言 （１０：００～１０：１５）   

（１）開会の言葉   

（２）大会長挨拶  北海道大会実行委員長      竹田  保  

第一部 基調講演 （１０：１５～１２：００） 

演題 ： 筋ジストロフィー等患者への HAL による治療と最新情報 

講師 ： 独立行政法人国立病院機構新潟病院 

病院長          中島  孝  様  

～昼休憩～ 

開会式  （１３：３０～１４：３０） 

主催者挨拶 （一社） 日本筋ジストロフィー協会 理事長 貝谷 久宜 

名誉会長ご挨拶・来賓ご挨拶・ご紹介  

第二部 記念講演 （１５：００～１７：００） 

演題   ： 北海道医療センターの役割と医療機能の紹介（仮題） 

講師   ： 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター 

        名誉院長           菊地  誠志 様 

神経筋/成育センター長    石川  悠加 様 

本部理事会  （１８：００～１９：３０）  

２日目（令和３年１０月１０日） 

    第三部 研修会 （９：３０～１２：００） 

（１）分科会（３会場）〔各会場休憩・移動時間〕 

      テーマ① 「病虚弱教育の問題・改善について」   ［教育分科会］ 

司 会：丹羽  登 様（関西学院大学 教育学部 教育学科 教授）  

発表１：深草 瑞世 様（文部科学省 初等中等教育局 特別支援教育課 特別支援教育調査官） 

発表２：池田 英司 様（北海道手稲養護学校三角山分校 教頭） 

発表３：協会員代表者…進学にあたり不安をお持ちの方等（未定） 

テーマ② 「入所・在宅生活の問題・改善について」 ［福祉分科会］ 

司 会：古都 賢一 様（社会福祉法人全国社会福祉協議会副会長） 

発表１：香取  徹  様（厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 課長補佐） 

発表２：在宅代表者…（未定） 

発表３：入所代表者…（北海道医療センター ハーモニーの会） 

テーマ③ 「IT による暮らしの支援サービスについて」［医療・リハ分科会］ 

司 会：中邑  賢龍  様（東京大学先端科学技術研究センター人間支援工学分野教授） 

発表１：田中 栄一 様（国立病院機構北海道医療センター神経筋／成育センター リハビリテーション室） 

第四部 閉会式 （１２：１０～１２：３０） 

・ 大会決議       

・ 閉会の言葉 



 

第３５回 全国筋ジストロフィー北海道大会 

～ 令和３年度 患者と家族の研修会［ハイブリッド開催］～ 

参 加 申 込 要 領 
 

１． 参加費  イ 本会場参加    １，０００円 

          ロ Zoom 参加        無 料 

                ※今大会のプログラム冊子は PDF 版となります。 
 

２． お申し込みについて 

   （１）お申し込みは、下記のリンクまたは QR コードからお申し込みください。  

https://forms.gle/m6ydTAfY8XohzUJt6 

     （Web からの申し込みが出来ない方は、郵送又は FAX でも申込み可能です。） 

※会場参加者は、参加費の振込みをお願い致します。 

       

 （２）参加者には、10 月 3 日までに Zoom ミーティングに参加のための招待リンクを事務的から 

メールで連絡させていただきます。最新版 Zoomアプリのインストール https://bit.ly/3kkOSNw 

をお願いいたします。（新バージョンか事前にお確かめ下さい。） 

（３）大会プログラム冊子は、大会 1 週間前からダウンロード可能となります。 

本会場参加の方は簡易印刷版を当日用意させて頂きます。Zoom 参加の方は URL を 

メールで事前に周知させて頂きますので、各自ダウンロードをお願いします。 
 

３． 宿泊及び食事、ホテル移動について 

   （１）大会中の宿泊・食事 

         イ、今大会は、新型コロナウイルス感染対策により、懇親会は行いません。 

     ロ、宿泊ホテルについて、皆様ご自身でホテルに直接お申し込みをお願い致します。 

            なお、会場から近くのユニバーサルルームがあるホテルのリスト（宿泊先情報） 

を事務局にて用意させて頂きましたのでご活用ください。 

   （２）本会場ホテルへのアクセス経路は、新千歳空港→（JR）→札幌駅から徒歩で５分です。 

      （京王プラザホテル札幌まで） 

４． 参加費の送金について ～最寄りの金融機関等から振込みをお願い致します。～ 

●ゆうちょ銀行 普通口座 

            口座名称：第３５回北海道大会実行委員会 

            口座番号：九七八店 普通１６６８２４５ 

●［ゆうちょ銀行口座間のご送金］ 

            口座名称：第３５回北海道大会実行委員会 

口座番号：１９７２０－１６６８２４５１ 

     ※参加申込用紙の申込責任者名のお名前にてお振込み下さい。 

      振込手数料は、各自でご負担お願いします。 
   
 

https://forms.gle/m6ydTAfY8XohzUJt6
https://bit.ly/3kkOSNw


 

５． 参加申込期限＜締め切り＞ 

     参加申込書・参加費共に、１０月２日（土曜日）までに大会事務局必着でお願いします。 

     Web 申し込みも同様ですので、よろしくお願いいたします。 
    

６． 参加申込方法と送付先＜郵送・FAX の方＞ 

     参加申込書は、大会事務局へ郵送または FAX してください。（メール可） 

     送付先：第３５回全国筋ジストロフィー北海道大会事務局 

       〒006-0817 札幌手稲区前田 7 条 12 丁目 2-4-101 土田 政一 宛 

       ℡: 011-685-4647（電話･FAX 兼用） info@jmda-h.net  
        

７． 参加の取消について 

     10 月 2 日までにお取消の連絡をお願い致します。なお、取り消しに際しての参加費のご返金は 

出来ませんので、振込む際にはご注意をお願いいたします。 
  

８． 北海道医療センター新棟完成の見学について 

     今回の現地見学会は、全国的な新型コロナの蔓延の影響により中止させて頂きます。 

 

９． 個人情報の取り扱いについて 

本大会開催で知り得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律、その他関係法令を 

遵守するとともに、今大会開催範囲でのみ使用させていただきます。 

◎（一社）日本筋ジストロフィー協会 プライバシーポリシー  

https://www.jmda.or.jp/about-jmda/privacy/ 
 

１０． その他 

     本会場に参加する方の個人介助はございません。 

     市内等（ホテル⇔本会場）の移動は、下記の介護タクシー連絡先を参考にして下さい。 

また、北海道地方本部で実施している「外出支援サービス」もご利用できますが、利用の 

希望がある方はお早めに可否をご相談ください。 

    札幌共同配車センター   ℡:011-763-7700 

［外出支援サービス URL］ http://www.jmda-h.net/info.html 

 

 

 

 

 

 

― 新型コロナウィルス対策について ― 

 本会場である京王プラザホテル札幌での感染予防に

は十分に気を付けております。「新北海道スタイル」に基

づいて、本会場に参加される方は、各自マスク着用を 

お願い致します。会場内では、受付にて抗原検査・ 

検温・手指アルコール消毒を行います。各自２週間前

から健康管理の（検温等）ご協力をお願い致します。  



第３５回 全国筋ジストロフィー北海道大会 参加申込書 

 

申 込 

責任者 

 連絡先電話 -        - 申込月日 2021 ／   ／ 

メールアドレス        ＠ 受付月日 2021 ／   ／ 

～Zoom 参加の方は、招待リンクを送付のためメールアドレスをご記入下さい～ 

略せずにご記入下さい 参加方法どちらか選択 
参加希望分科会を選んで下さい 大会 

冊子 
配布方法の選択 

参加費計 フリガナ 
所属支部名 

会

員 

車

イ

ス 

患

者 

付

添 

ホテル会場 

≪1,000 円≫ 

Zoom 会場 

≪無料≫ 教育 福祉 医療・リハ 
参加者氏名 

＜記入例＞  

 

〇〇県支部 
〇  〇 

 
〇  〇   

ダウンロード 

1,000 円 
北海 太郎 

印刷郵送(＋200 円) 

  

  

       
ダウンロード 

円 

 

印刷郵送(＋200 円) 

  

 

 

       
ダウンロード 

円 

 

印刷郵送(＋200 円) 

  

 

 

       
ダウンロード 

円 

 

印刷郵送(＋200 円) 

  

 

 

       
ダウンロード 

円 

 

印刷郵送(＋200 円) 

円 

※申し込みは、お早めにお願いします。 申込締切 １０月２日（土）必着 

用紙が不足した場合はコピーしてください。 

参加費の振込先： 

[口座番号] ①ゆうちょ銀行 九七八店 普通１６６８２４５ 

       ②１９７２０－１６６８２４５１(ゆうちょ口座間送金の場合) 

 [口 座 名] 第３５回北海道大会実行委員会 

申込書の送付先：〒006-0817 札幌手稲区前田 7条 12 丁目 2-4-101 

(一社)日本筋ジストロフィー協会 北海道地方本部事務局宛 

電話・FAX 011-685-4647 メール info@jmda-h.net   

備 考 

送金状況：  月  日 済・予定 (参加費についてお書き下さい｡) 

 

 
 
・大会冊子配布方法で PDF を選択された方は、後日ダウンロードアドレス

を連絡させて頂きます。印刷を希望される場合は、送付の実費２００円を  

参加費にプラスして、ご送金お願いします。（事務局） 

郵送又は FAX 用  

↑該当箇所に○印を記入してください 



NO ホテル名（URL） エリア
UD対応

部屋数
連絡先 住所 その他

1
京王プラザホテル（大会会場ホテル）

（https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/）
会場 4 011-271-0111 札幌市中央区北5条西7丁目2番地1 全館パリアフリー、介護用品の貸出あり

2

三井ガーデンホテル札幌

(https://www.garden

  hotels.co.jp/sapporo/）

会場周辺 5 011-280-1131 札幌市中央区北5条西6丁目18-3 約半数が禁煙ルーム

3
ホテル京阪札幌

(https://www.hotelkeihan.co.jp/sapporo/)
会場周辺 1 011-758-0321 札幌市北区北6条西6丁目1-9 1階に多目的トイレあり

4
ホテルパールシティ札幌

（https://www.pearlcity.jp/sapporo/）
会場周辺 2 011-222-0511 札幌市中央区北3条西2丁目1-26 手すり・浴室用椅子の貸出あり

5
ホテルグレイスリー

（https://gracery.com/sapporo/）
会場周辺 1 011-251-3211 札幌市中央区北4条西4丁目1 ドア開口部、部屋の通路、約80㎝

6

札幌ビューホテル大通公園

（https://www.view

hotels.co.jp/sapporo/）

大通公園 1 011-261-0111 札幌市中央区大通西8 実演調理のある朝食ブッフェあり

7
ホテルリソルトリニティ

（https://www.trinity-sapporo.com/）
大通公園 6 011-241-9269 札幌市中央区大通西5丁目3 女性専用フロアあり

8
メルキュールホテル札幌

（https://mercuresapporo.jp/）
すすきの 1 011-513-1100 札幌市中央区南4条西2丁目2-4 隣の部屋とつなげての使用可

9

スーパーホテル札幌すすきの

(https://www.super

hotel.co.jp/s_hotels/susukino/)

すすきの 1 011-521-9000 札幌市中央区南6条西2-８-１ 地下鉄すすきの駅から徒歩3分

10
東横INN札幌すすきの南

（https://www.toyoko
すすきの 1 011-551-1045 札幌市中央区南６条東2丁目1-1 入浴用チェアなどの貸出あり

【会場周辺のバリアフリー対応ホテル一覧】

各ホテルの詳細につきましては

お手数ですが直接お問い合わせください。



【介護タクシー情報の一覧】

NO 会社名 連絡先 備考 NO  会社名 連絡先             備考

1 エブリィ福祉交通 011-211-0535 スロープ付    9  幌南介護タクシー 011-562-2136　ストレッチャー可

2 介護タクシーアイフット 0120-995-660 寝台車兼用･リフト付  10  株式会社　ピエデ
011-200-9065　スロープ付・寝台車兼

用

3 介護タクシーいきいきモルス 011-738-9922 スロープ付  11  福祉移送サービスあいある 011-530-6300　スロープ付

4 介護タクシーさくらサポート 090-8709-5535 スロープ付  12  介護タクシーピッケル 011-532-2556　スロープ付

5 介護タクシージャンプ・サポート 011-300-5621 スロープ付  13  まごころ介護タクシー 011-206-1452　スロープ付

6 ヘルパーステーションアイフット 011-747-5756 スロープ付  14  佑介護タクシー 011-616-5577　リフト付

7 グリフィン札幌介護タクシーセンター 011-522-5518 寝台車兼用  15  介護タクシーさとほろ 011-215-6183　リフト付

8 介護福祉タクシーかいこう 011-522-9915 スロープ付  16  介護タクシー花メモリー 011-577-0763　寝台車兼用･スロープ付

NO 事業者名 連絡先 その他

1 札幌共同配車センター 011-763-7700 http://www1.odn.ne.jp/pts

2 札幌市介護福祉タクシー予約センター 090-2691-269

URL

【参考資料1】福祉タクシーの配車サービスになります。

【配車サービス事業者】
※左からさっぽろの鳥「カッコウ」さっぽろの木「ライラック」

さっぽろの花「スズラン」となっております。

【参考資料2】北海道バリアフリーマップ

北海道バリアフリーマップの札幌市中央区のURLになります。

バリアフリートイレなどのある施設の紹介や

バリアフリー相談窓口やNPOの情報もあるのでご活用ください。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/feg/bmap/list/list067.htm

【札幌市中央区の介護タクシー】

会場周辺の中央区にある介護タクシー事業者です。


