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ＮＰＯ法人兵庫県腎友会 

２０２０年度(令和２年度)事業報告 
 

はじめに 

 2020 年度はこれまでに経験したことのない一年になりました。2019 年末の発症以

来、世界中で猛威をふるい続けている新型コロナウイルスの感染拡大により、毎年実

施してきた事業がほとんど開催できずに 2020 年度が終わりました。総会は書面での

開催になり、理事会も予定していた開催の半数は書面での対応になりました。秋に開

催しています大会は初めて中止となりました。ホテルでの透析食食事会も開催するこ

とができませんでした。ブロックでの事業におきましても、交流会・バス旅行・学習

会・料理講習会等が全く開催することができず、会員のみなさんに十分に還元できな

かったことが残念でなりません。コロナ禍で活動ができない状況で少しでもみなさん

のお役に立つことができればとの思いで、マスクや除菌用ウェットティッシュなどの

感染予防対策のグッズを提供させていただきました。会員のみなさんから感謝のお言

葉をいただき感激したことを思い出します。 

 集会形式の事業が相次いで中止となりましたが、要望懇談は実施することができま

した。4 月には新型コロナウイルス感染症に関して、透析患者が感染しても適切な医

療機関で感染症を治療し安心して透析治療を受けられるよう、兵庫県透析医会と連名

で兵庫県や神戸市ほか主要都市 4市に対し要望書を提出しました。例年実施している

県下 41 市町との要望懇談も一部は書面でのやり取りになりましたが、ほとんどの市

町で対面しての意見交換ができたことはコロナ禍での実施としても実のあるものに

なったと思います。 

 また、コロナ禍で不安な透析生活を余儀なくされている状況であったにもかかわら

ず、患者会の役員をはじめ、多くの会員のみなさんや透析室のスタッフの方々の協力

を得て入会促進活動を実施したところ、たくさんの方に入会していただくことができ

ました。これは腎友会としての事業がほとんどできていなかったにも関わらず、多く

の会員のみなさんが腎友会の一員として在籍していただき、支えていただいた結果だ

と考えます。みなさんのお気持ちに対してあらためて心より感謝申し上げます。 

 新型コロナが収束されずに感染状況がいつまで続くかわからない不安の中、会員を

はじめすべての透析患者が安心して透析治療が受けられるよう、行政や透析医療機関

に働きかけることが求められていると考えます。厳しい状況下ではありますが、少し

でも透析患者のみなさんの支えとなるよう腎友会の存在価値を高めていかなければ

なりません。 

これからも透析患者が安心して安全な透析治療が受けられるようより一層活動を

推進してまいる所存です。 

 以下、2020 年度の事業取組について具体的内容を併せて報告します。 
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主たる活動と成果 

■特定非営利活動に係る事業 
Ⅰ 腎臓病患者の暮らしを守るための事業 
私たち透析患者が安心して安全な透析生活を送ることの大切さをひしひしと感じ

た年でした。今年は一時「緊急事態宣言発令」が解除になった 7 月、8 月に「重度障
害者医療費助成事業」の継続を要望する県下 41 市町要望懇談を実施しました。25 ヶ
所は訪問し、あとの市町は書面で回答書をいただきました。 
各政党との政策要望懇談はウェブ会議で実施し、透析医会の先生方とは、新型コロ

ナに関する要望書を県に提出し、一丸となって感染しないように努めました。 
また国会請願の署名はコロナ禍の中、真心の署名を集めていただきました。あらた

めましてみなさんのご協力に感謝いたします。今年も全腎協から一斉に国会へ届けて
いただきました。 
近年は予期せぬ自然災害に苦しめられましたが、2020 年度は新型コロナウイルス

への対応に追われました。感染症対策マニュアルを作成し、事務所への入室に際し、
アルコール消毒や体温測定をし、感染を防止、マスクや消毒液の配付をしました。こ
の一年は事業を実行するにあたり、新型コロナウイルス感染の影響なしには考えられ
ない一年でした。 
 
１．県・市・町行政・議会との懇談及び要望活動 

(１)兵庫県 

①新型コロナウイルスに関する要望書の提出(4/1) 

②新型コロナウイルスに関する要望書の提出(4/16) 兵庫県透析医会との連名  

尼崎市・西宮市・神戸市・明石市・姫路市にも提出 

③新型コロナウイルスに関する嘆願書の提出(5/8) 兵庫県透析医会・難病連との連名 

神戸市にも提出 

②2021年度当初予算編成にかかる要望書提出と担当部局との懇談 書面での回答 

(２)兵庫県議会各会派及び各市議会議員との政策要望懇談 

①自民党県会議員団（9/3）自民党神戸市会(10/12)  

②公明党 神戸市(8/5)、尼崎市(9/4)、姫路市(10/12) 

③国民民主党・立憲民主党(8/22) 

(３)市町行政･議会との政策要望懇談兵庫県内市町と周辺市町 

芦屋市・西宮市(7/7)  三田市(7/21)  福崎町・市川町・神河町(7/28)  川西市・猪名川町・能

勢町・三木市・佐用町・宍粟市 (8/4)  明石市・小野市(8/6)  赤穂市・相生市(8/11)  たつの

市・太子町(8/18)  姫路市(8/20)  伊丹市・宝塚市(8/25)  尼崎市(8/27)  朝来市・養父市

(11/12) 香美町・新温泉町 (11/13) 

書面での回答 

神戸市・加古川市・高砂市・稲美町・播磨町・西脇市・加西市・丹波篠山市・丹波市・加東市・多

可町・洲本市・南あわじ市・淡路市・上郡町・豊岡市 

 

２．第50次国会請願署名・募金活動の取り組み 

①取組期間 2020年11月～2021年1月末日 

②署名・募金結果 ※次ページ参照 

③国会請願行動(2021/3/18) ※新型コロナウイルスのため中止 

 

３．危機管理対策事業 

(１) 会員証の作成・『透析患者災害時活用カード』の刷新と配付 

(２)『兵庫県透析患者災害時支援名簿』の管理 

①登録業務 

②県及び市町への名簿提供と消防部局との連携 

要望懇談時に各市町への登録情報提供 
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第50次国会請願署名・募金集計表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③県外市町への名簿提供 

④担当事務局員の配置 

(３)『レスキューポット』(緊急連絡シート)の配付 

(４)一斉メール配信事業 

月1回の定期配信（1月17日・3月11日には安否確認訓練の実施） 

臨時配信（災害関連・新型コロナウイルス関連） 

(５)新型コロナウイルス感染防止の取組 

   5月 マスク(7枚入り)の配付 

   7月 ウェットティッシュの配付 

  11月 マスク(14枚入り)の配付 

  12月から3月にかけて各ブロックより感染予防グッズの配付 

   

４．医療機関との連携 

(１)兵庫県透析医会との懇話会 

①日時 10月17日(土)16:00～17:00 

②会場 福建会館会議室 

③出席 松菱 酒井 宮本 

(２)透析施設との懇談 

ブロック毎に実施 

 

Ⅱ．組織強化に関する事業 
今年度は兵庫県腎友会の事業報告や事業計画を示す総会や各ブロックの幹事会な

ど書面での評決で不自由で不安な一年だったことと思います。そんな新型コロナ禍で
活動が困難な中、10 月の組織強化月間には入会案内のチラシや患者会アンケートを
実施し、腎友会の活動を認知していただき、11 月と 12 月には 170 名の方に入会して
いただきました。おかげさまで年度末までに 621 人の入会がありました。せっかくた
くさんの方に入会いただきましたが、依然として退会者も多く年間では残念ながら 73
人のマイナスになってしまいました。各患者会の問題点を検討しあい、円滑な運営が
できるようにするのも組織強化に繋がります。連絡を密にして組織拡大につなげてい
きましょう。 
 
１．患者会活動の支援 
(１)ブロック役員会の開催 
(２）代表幹事会の開催（書面表決を含む） 

２．入会促進活動の継続 
(１)入会促進まんが冊子の作成と配付 
(２)『入会案内2020年度版』の作成 

ブロック名 今回筆数 前回筆数 前年度比 募金(円)
阪  神 8,703 8,781 -78 964,720
神  戸 4,225 5,079 -854 904,019
東  播 3,885 4,362 -477 529,900
丹  播 1,288 1,657 -369 153,000
淡  路 2,614 3,056 -442 133,500
西  播 3,373 4,299 -926 390,110
但  馬 624 739 -115 82,600
そ の 他 0 0 0 6,000
調  整 -362 -127 -235
合  計 24,350 27,846 -3,496 3,163,849



 4

(３)災害時支援名簿資料他を含めた入会案内セットの作成と配付 
(４)『活動の手引き2020年度版』の作成 
(５)透析施設との懇談と協力体制の構築及び維持 
(６) 全腎協との連携 

３．第21回通常総会の開催 
 ①日時 6月14日(日)10:30～12:30 
 ②会場 福建会館会議室 
 ③出席 正会員(理事)8名 書面表決数107名 
４．理事会の開催 
(１)第105回通常理事会(5/19) 書面表決 
(２)第106回通常理事会(7/18 福建会館) 
(３)第107回通常理事会(9/26  福建会館) 
(４)第108回臨時理事会(12/10 福建会館) 
(５)第109回通常理事会(2/12 福建会館) 
(６)第110回通常理事会(3/27 兵庫県民会館) 

５．三役会の開催 
６．委員会等の設置と取組 
(１)組織委員会    (２)危機管理委員会      (３)要介護対策委員会     (４)編集委員会 
(５)Genki-up委員会   (６)女性委員会      (７)事務局長会議       (８)作業所連絡会議 
(９)予算委員会         (10)役員選考委員会   (11)50周年記念事業実行委員会 

 
■組織現況 
１．兵庫県内透析施設 204施設 
２．患者会数     131患者会 
３．会員数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅲ．腎臓病の予防、および治療に関する知識の普及と啓発事業 
昨年中止になりました「兵庫慢性腎臓病シンポジウム」が改めて赤穂市で無事に開

催できました。開催日ぎりぎりまで新型コロナ対応に追われ、感染防止に万全の態勢
で実施できましたことは、赤穂市や登壇の先生方の熱意だと感謝申し上げます。今回
は初めての試みでビデオ撮影をしましたので、これからいろんな学習会で利用してい
ただければと思います。 
また兵庫県透析医会や移植の関係団体の「市民講座」はすべて中止になりました。

移植登録をされている方には情報提供出来ず申し訳ございません。 
兵庫県太子町での大会も中止になりましたが、30 年、35 年、40 年の長期透析者表

彰は、賞状ならび記念品は送付させていだきました。 
 

集計年(3月) 登録会員数(人) 増減(人) 

2010 6,581 18 

2011 6,427 -154 

2012 6,332 -95 

2013 6,195 -137 

2014 6,036 -159 

2015 5,768 -268 

2016 5,611 -157 

2017 5,427 -184 

2018 5,350 -77 

2019 5,159 -191 

2020 5,015 -144 

2021 4942 -73 

賛助会員（団体）103 団体 

賛助会員（個人）255 名 

賛助会員（家族）635 名 
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１．慢性腎臓病(ＣＫＤ)対策事業 
(１)兵庫慢性腎臓病シンポジウム2020（兵庫県からの委託事業） 
①開催日時 2021年3月14日(日）13:30～16:00 
②開催場所 赤穂市民会館 大会議室 

(２)各市町でのイベントへの参加 
下記ＣＫＤ活動状況参照 （兵庫県内箇所 対象者名） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．臓器移植医療の普及啓発事業 
  実施なし 
 
３．兵庫県腎友会大会の開催 
  ①日時 10月6日(日)10:30～15:30 
  ②会場 太子町 あすかホール 
  新型コロナウイルス感染拡大により中止 
 
４．長期透析者表彰  
  透析歴30年  37名 透析歴35年  17名 透析歴40年  4名 透析歴45年  3名 

 
Ⅳ．腎臓病患者の自立を支援する事業 
これまで透析患者の自立を支援することを目的とし、各ブロックや委員会で協議し

て会員やご家族のみなさんにご参加していただくよう様々な事業を展開してきまし
たが、2020 年度は新型コロナの影響で、交流会をはじめブロックで開催する参加型の
事業が開催できませんでした。 
女性委員会では「健康も美容も噛む力や首まわりが大事」をテーマに実施を予定し

ていた講演・交流会は新型コロナの状況により無期延期となりました。少人数での開
催を予定していた丹播ブロック・丹波篠山での交流会も来期へ延期となりました。集
まっての委員会活動が出来ないため、情報誌「きぼう」に各ブロックの女性委員の紹
介を兼ねた連載記事を 5回シリーズで開始しました。 
Genki-up 員会では「生きがい」について取り組んできました。透析日以外の過ごし

方や楽しみ方など、代表幹事会でアンケートを取り、会報誌「きぼう」でアーチェリ
ー・尺八・俳句・写真をされている方の実践談を、またボッチャのゲームの進め方の
説明を紹介しました。 
 
１．ブロック交流会 

開催日 ブロック イベント名 会　　　場 参加人数

6月17日 西宮市社会福祉協議会ケアマネ 中央居宅介護支援センタ－ 20
12月22日 ＮＰＯ支援の会ひまわり総会研修 西宮総合保健センタ－ 25
2月18日 西宮市慢性腎臓病予防講演会 西宮市役所東館８階大ホール 271
9月8日 神戸 2019年度知って得する腎臓病講演会 兵庫県民会館パルテホール 187
6月9日 服部病院健康まつり 服部病院通所リハビリセンタ－ 60
2月6日 明石市ソムリエ養成講座 明石保健所２階 50
3月8日 三木市栄養士会総会 三木総合保健福祉センタ－ 延期
3月18日 稲美町糖尿病教室 いきいき創造センタ－ 延期

10月26・27日 加東市健康展 加東市役所 50
11月22日 ※加東市地域包括支援センタ－ 加東市民病院内 延期
11月21日 淡路 淡路市ＣＫＤ「腎臓を守る会」 淡路市役所 65
8月9日 地域包括ケアマネ研修会 赤穂市役所 35
2月13日 在宅ケア連絡会議 上郡町保健センター 50
9月24日 但馬 朝来市CKD　「あさご打糖教室」 朝来市保健センター　多目的ホール 11
3月14日 兵庫県 兵庫慢性腎臓病シンポジウム2020 赤穂市民会館　大会議室 58

東播

丹播

阪神

西播
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中止 
 

２．地域学習会 
  中止 
 
３．腎臓病の医療と福祉、栄養相談事業 
(１)医療と福祉相談 
①全国腎臓病協議会が実施する電話相談の紹介 

 ②事務局員による相談(随時) 
(２)栄養相談 
①管理栄養士による電話相談 

  実施日時 第3木曜日10:00～15:00 
②会報誌「きぼう」に管理栄養士による｢新・栄養講座｣を連載 
 

４．女性対象事業 
(１)会報誌「きぼう」に女性委員の紹介記事を掲載 

講習会・交流会・委員会の中止 
 
５．Genki-up委員会 
(１)会報誌「きぼう」にアンケートと生きがいシリーズを掲載 
(２)委員会の開催 
 
６．腎不全治療食の講習、調理実習会の共催 
  中止 
 
８．自立支援のための事業所運営 
(１)兵庫県腎友会を母体とする事業所 
 ①西宮市 地域活動支援センター太陽 
 ②神戸市 就労継続支援Ｂ型ほほえみ 
      12月末日をもって移譲 
 ③姫路市 就労継続支援Ｂ型ワークスペース恵 
(２)運営体制 
①代 表 者 松菱理恵子 
②担当理事 浅野兵庫 
③支援員の配置 
 

Ⅴ．介護を要する難病患者の支援事業 
コロナ禍の中、事業推進には困難を極めており、介護施設訪問などの情報収集にお

いてもできていない状況です。その中でも人数制限をしながら介護職員研修会を開催
した市町もあり、これからも講師を派遣して推進していきます。また、要介護対策委
員会も開かれていない状況ですが、市町要望懇談会の中で要介護透析患者のお願いも
しており、今年度は書面での回答が多くなってしまいました。 
 
要介護透析患者が増える中、安心して暮らせるための支援をしてきました。入所施

設、在宅支援施設などの情報収集、在籍しているケアマネージャーに対して連絡協議
会を通じて研修会（透析患者の生活の注意点）を実施する等、知識を高めるための講
師を派遣し、市町地域包括支援センターとの情報交換など行いました。この取組も 4
年目となり、東播ブロックはもとより丹播、阪神、西播各ブロックと増えてきました。
また、市町要望懇談会でも要支援 1・2 の方を対象とする総合事業においても、地域
格差が生じないように訴えました。通院時乗降サービスが受けられるようにとお願い
も致しました。また、要介護対策委員の知識向上にも努めました。次年度以降も取り
組んでまいります。 
 
１．通院支援対策 
(１)市町要望懇談 
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２．要介護対策 
(１)会報誌「きぼう」での関連記事を掲載 
(２) ケアマネ－ジャへの研修会の開催 
(３) 市町地域包括支援センター（連絡協議会）との情報交換 
 

３．通院支援団体への支援  
  西宮市 ＮＰＯ法人支援の会ひまわり 
  神戸市 ＮＰＯ法人ジャスミン 
 
４．入所施設に関する情報の収集と提供 
 
５．ホームページでの情報提供 
 
６．要介護対策委員会の開催 
 
Ⅵ．腎臓病患者の医療と福祉に関する調査研究と情報収集及び提供事業 
会報誌「きぼう」は計画通り記念特別号（No.150）を含め 4回発行することができ

ましたが、コロナ禍における活動の自粛から事業報告による情報提供が激減する結果
となってしまいました。特集では「透析患者が備えるコロナウイルス対策」を赤塚先
生と山本先生の協力のもと重点的広報としました。Genki-up 委員会から「元気アップ
運動」に加え「アンケートと生きがいシリーズ」が企画され連載し好評を得ました。
外出制限があるなかでの「認知症予防、栄養講座、用語辞典、PD 情報」など定番にも
ひと工夫され好評でした。「地域だより」ではコロナ禍での行事が各ブロックともに
中止され、誌面作りで工夫を凝らしました。編集面では、県内の地域の見どころ散策
とご当地マスコットを紹介し、「リハビリクイズ」や「ふれ愛ひろば」は、会員相互
の交流の場となっています。視覚障害者向け「声のきぼう」も発行しました。課題と
しては、会報等の配付が役員不足の患者会に負担となってきていることが挙げられま
す。 
調査研究委員会では 5年毎に実施している『透析患者実態調査』を集計し報告書を

『きぼう』に掲載しました。正会員研修会は、感染拡大を考慮し中止とさせていただ
きました。 
 
１．腎臓病患者の医療と生活に関する調査研究事業 
(１)兵庫県内透析患者数調査 
①時期 年末から年始に掛けて(12月31日現在の患者数の把握) 

２．正会員・理事の研修会の開催 
(１)正会員(代表幹事)研修会 

社員総会を縮小したため研修会は中止 
(２)理事研修会 

理事会を書面表決としたため中止 
３．会報誌「きぼう」の発行（年4回） 
①発行 No.148(4月) No.14９(7月) No.150(10月) No.151(1月) 
②編集委員会の開催 各号発行後、次号の内容について 

４．「事務局だより」｢家族会ニュース｣の発行 
①事務局だより No.184 (4月20日) No185(11月15日) 
②家族会ニュース 春号 秋号 

５．透析患者実態調査 
 ①対象 会員の1割強 
 ②期間 2020年2月から10月まで 
 ③主体 調査研究委員会で集計と考察をし、まとめた報告書を『きぼう』№151で掲載 
６．ホームページによる情報提供 
 
Ⅶ．他団体との連携、交流事業 
今年度は全腎協の総会、大会、全国代表者シンポジウムなど、すべて中止になりま

した。しかし、全腎協の近畿ブロックではウェブ会議などで情報交換は開催できまし
た。また全国難民支援の会より全腎協を通じてマスクの支援をいただいたことに感謝
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申し上げます。 
兵庫県腎友会の関係団体の透析医会との協力体制である災害対策合同委員会や実

習船を使った支援船訓練への参加も残念ながら中止でした。 
また、兵庫県難病連をはじめとする難病団体に所属し、難病団体としての活動も行

っています。毎年 2回実施している難病相談会に参加し、丹波篠山市と芦屋市で開催
しましたが、コロナの感染リスクを考慮し今回は参加を辞退としました。JPA 近畿ブ
ロック交流会 in 京都やひょうご安全の日推進事業などは感染拡大のため中止となり
ました。兵庫県知事と神戸市長宛に対し、兵庫県腎友会では新型コロナ感染対策とし
て「要望書」、兵庫県透析医会と県難病連連名で「嘆願書」をそれぞれ提出しました。 
その他、兵庫腎疾患対策協会、兵庫県臓器移植推進協議会と連携し、腎移植の推進

に協力しました。 
 
１．(一社)全国腎臓病協議会への参加 
(１)全国大会への参加 
(２)近畿ブロック会議への参加 
①前期 
 中止 
②後期 
ⅰ日時 2021年2月23日(日) ウェブ会議 
ⅱ参加 松菱会長 

(３)第7回通常総会への参加 
  中止 
(４)全国代表者シンポジウムへの参加 
  中止 
(５)請願活動の協力 
①第50次国会請願 
②国会請願行動  

  中止 
２．兵庫県透析医会との協力体制 
(１)災害対策合同委員会への参加 
  開催なし 
(２)支援船訓練への参加 
  中止 
 
３．(一社)兵庫県難病団体連絡協議会への参加 
(１)定期総会への参加 
①日時 6月４日(木) 書面表決による総会 

(２)｢医療・生活｣相談会の開催協力と参加 
①第83回（日時：９月13日(日) 会場：丹波篠山市） 学習会は辞退 
②第84回（日時：10月11日(日) 会場：芦屋市） 学習会は辞退 

(３)担当役員の派遣と幹事会等への出席 
①理事 小谷眞行   ②幹事 村田安史 

(４) JPA近畿ブロック交流会in京都 
①日時 8月22日(土)・23日(日) 来年に順延 

(５)ひょうご安全の日推進事業 
①日時 2021年２月21日(日) 中止 

 
４．各市難病連への参加 

役員の派遣と幹事会への出席（西宮市 尼崎市 神戸市 姫路市） 
 

５．兵庫腎疾患対策協会への参加 
(１)会員入会と役員の派遣、幹事会等への出席 
 ①会員入会 団体及び三役ほか 
 ②役員の派遣 幹事 松菱理恵子 森利孝 
  幹事会は中止 
６．兵庫県臓器移植推進協議会への参加  

開催なし 


