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福岡県内で活動する患者会のパンフレットの発行に寄せて

難病相談・支援センターは、地域で生活する難病患者さんやそのご家族の日常生活の相談・
支援、就労相談・支援や地域交流活動の促進などを行う拠点施設です。
福岡県は平成 27 年度より、福岡県難病相談・支援センターにおいて 3 つの事業（①神経
難病ネットワーク事業、②難病相談・支援事業、③小児慢性特定疾病児童等自立支援事業）
の窓口を一本化し実施することで、小児から大人まで切れ目のない相談の入り口を分かりや
すくしました。

さて、この度、福岡県難病相談・支援センターでは、福岡県で活動している患者会からの
ご協力を得て、患者会情報をまとめてパンフレットを作成いたしました。

難病の患者さんは、その患者数の少なさから病気のことを周囲に理解してもらえず、孤独
感を抱いていらっしゃる方も少なくありません。また、ご家族の方の中には、どのように当
事者と向き合っていけばよいのか分からずに悩まれていらっしゃる方もいらっしゃいます。
一人でも多くの難病の患者さんやそのご家族が、患者会のピア・サポートに結びつくこと
で疾患の情報を共有し不安の解消に繋がるよう、パンフレットを幅広く活用いただけること
を願っております。

平成 28 年 3 月 福岡県難病相談・支援センター
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福岡県内で活動している患者会
①福岡県内に支部または事務局がある会

団体名

ページ

団体名

ページ

福岡県難病団体連絡会（難病連）

3

全国膠原病友の会福岡県支部

16

アトムの会福岡支部

4

全国パーキンソン病友の会福岡県支部

17

（一社）先天性ミオパチー

5

高安動脈炎（大動脈炎症候群）
～あけぼの会

18

MS：多発性硬化症患者交流会～繋がり

6

天疱瘡・類天疱瘡友の会

19

MS カフェ

7

特発性大腿骨頭壊死症友の会

20

ＮＰＯ法人ＰＡＨの会 九州支部

8

難病 NET.RＤiｎｇ福岡

21

九州肝臓友の会

9

日本 ALS 協会福岡県支部

22

魚鱗癬の会

10

福岡 IBD 友の会

23

後縦靭帯骨化症こころ会

11

ふくおか乾癬友の会（空の会）

24

（公社）日本リウマチ友の会福岡支部

12

福岡県 SCD・MSA 友の会

25

呼吸不全の会（ホットの会）

13

福岡県腎臓病患者連絡協議会

26

再発性多発軟骨炎

14

福岡県網膜色素変性症協会（JRPS 福岡）

27

全国筋無力症友の会九州支部

15

ベーチェット病友の会福岡県支部

28
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名称

福岡県難病団体連絡会

対象疾患名
会への問合せ

（可） 電話 ・ メール ・ FAX

療養相談対応

（可） 電話 ・ メール ・ FAX

相談対応時間

（定） 10：00 ～ 15：00

住所

福岡市中央区長浜 2-4-118

ＴＥＬ

092-751-2109

ＦＡＸ

092-751-2170

メールアドレス
ホームページアドレス
代表者氏名

f-nanren@mq.dion.ne.jp
＿

会長 橋本 誠
＊会の紹介＊

・ 福岡県内の難病患者 13 団体（6000 名）が加盟する内部障害者団体の連絡会
＊主な活動＊ （福岡県内での活動）
・行政（福岡県、福岡市、北九州市）に対し、医療・福祉対策の改善、充実を訴え陳情する活動。
・加盟各団体の医療、療養相談会、患者交流会の開催に対する支援活動。
・電話相談事業
・ピアカウンセリング活動（北九州市支部）
・機関紙の発行（3 回/1 年）
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名 称

アトムの会 福岡支部

対象疾患名

HAM (HTLV－I 関連脊髄症)
（可）ﾒｰﾙ ・ 電話 ・ FAX

会への問合せ

＊アトムの会の母体である「日本から HTLV－I ウィルスをなくす会」（NPO スマイルリボ
ン）への問い合わせでお願いします。

療養相談対応

（可） 上記に同じ

相談対応時間

（不定）

住 所

NPO 法人スマイルリボン

〒890-0008

鹿児島市伊敷 3-15-6

ＴＥＬ

NPO 法人スマイルリボン

099-800-3112

ＦＡＸ

NPO 法人スマイルリボン

099-218-4871

メールアドレス

NPO 法人スマイルリボン

nakusukai@po.minc.ne.jp

ホームページアドレス

NPO 法人スマイルリボン

http//smile-ribbon.org

代表者氏名

NPO 法人スマイルリボン ：菅付 加代子
アトムの会 福岡支部

：斎藤 美子

＊会の紹介＊
患者会が発足してから 12 年。不安ばかりで手探りだった現状から、少しずつ道が開けてきまし
た。HAM の症状は、一人ひとり違います。正しい知識を得て生活に生かしていきましょう。
＊主な活動＊ （福岡県内での活動）
・福岡県内の会員数は、現在 44 名です。
・移動が不自由な方が多いので、年に 1,2 回の交流会を兼ねたセミナーと年に 2～3 回の
福岡支部通信を発行しています
・2015 年には、「日本から HTLV－I ウィルスをなくす会」と合同でセミナーを実施しました。
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名 称

一般社団法人先天性ミオパチー

対象疾患名

先天性ミオパチー、筋神経難病による呼吸不全

会への問合せ

（可）

電話 ・ メール ・ FAX

療養相談対応

（可）

電話 ・ メール ・ FAX

相談対応時間

（定）

９：００

～１７：００

住所

北九州市若松区西天神町７−１３

ＴＥＬ

093-791-9274

ＦＡＸ

093-230-6252

メールアドレス

info@sentensei308.com

ホームページアドレス

www.sentensei308.com

代表者氏名

代表理事 伊藤亮
＊会の紹介＊

・平成２４年 5 月 18 日に先天性ミオパチー（筋疾患）の会発足
→平成２６年９月９日に一般社団法人先天性ミオパチー設立
・目的→ ⑴先天性ミオパチーの理解と社会的認知度の普及、⑵地域格差のない公平な医療
体制・制度の充実、⑶一日も早く薬と治療が手元に届くための活動
・根治、QOL 向上を目的とした研究に協力→
⑴iPS 細胞研究、⑵人工呼吸器の軽量化、⑶自分にあった鼻マスクの開発など
＊主な活動＊ （福岡県内での活動）
・年一回の専門医による医療相談と講演会（第６回は平成２８年７月予定）
・月一回の難病勉強会
・在宅就労・在宅療養・自立支援
・不定期に患者さんと交流会を開催
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名 称
対象疾患名

ＭＳ：多発性硬化症患者交流会～繋がり
多発性硬化症
ﾒｰﾙ ・ 電話 ・ FAX

会への問合せ

（可）

療養相談対応

（可） ﾒｰﾙ ・ 電話 ・ FAX

相談対応時間

（不定）

住所

福岡県北九州市小倉北区高坊 1-12-28

ＴＥＬ

080-8557-5678

ＦＡＸ

093-951-5725

メールアドレス
ホームページアドレス
代表者氏名

080-1743-3193

hidarinn@hotmail.com
http://www.n-tsunagari.jp/
樋田 久美子
＊会の紹介＊

・2013 年 3 月より患者交流会を始める。

・できるだけ多くの人にMSを知ってもらい、MSについて少しでも知識を増やすために勉強し、患
者同士の交流を通して、夢や希望を持って生きられるようにする。

＊主な活動＊ （福岡県内での活動）

・患者交流会 月１回 （第３か第４土曜日、樋田宅）
・合同作品展（小倉と仙台の MS 患者）を平成 27 年実施。
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名 称

MS カフェ

対象疾患名

多発性硬化症/視神経脊髄炎

会への問合せ

（可）

電話 ・メール ・ FAX

療養相談対応

（可）

電話 ・メール ・ FAX

相談対応時間

（定）

平日

15：00～20:00

土日祝日 8：00～20:00
基本的な時間です。対応が難しい場合もございます。留守番電話に
入れて頂きましたら折り返しご連絡申し上げます。
住所

〒811-0110 糟屋郡新宮町夜臼 5-12-1-1004

ＴＥＬ

090-6898-6103

ＦＡＸ

092-941-5057

メールアドレス
ホームページアドレス

代表者氏名

rika_0211am@i.softbank.jp
なし
宮地 勝枝（ミヤチ カツエ）
＊会の紹介＊

【クオリティオブライフ～QOL・生活の質の向上～ポジティブに生きていく】
そのきっかけ作りのお手伝いが出来ると良いと思っています。
他の人の状況を知ることで心が軽くなることもあります。
同じ時間を共有して、自分コントロールをするためのピアサポートを目標としています。

＊主な活動＊ （福岡県内での活動）
・2012 年 10 月 難病相談・支援センターと共同で交流会を開催
・2013 年 2 月 第 1 回 MS カフェ～多発性硬化症患者交流会～開催
以後数回 MS カフェ開催後イベント名称を MS サロンとする。
・MS サロン～多発性硬化症患者・ご家族・ご賛同いただける方の交流会～
≪この時間この場所に来れば誰かに会える≫
・2013 年 7 月 第 1 回 MS サロン開催

＊現在、隔月（奇数月）第 4 土曜日定期開催を続けています。
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名 称

特定非営利活動法人

対象疾患名

PAH の会 九州支部

すべての肺高血圧症

会への問合せ

（可） メール

療養相談対応

（可） メール （会の紹介等相談内容に拠り対処可）

相談対応時間

（不定）

住所

ＴＥＬ

ＦＡＸ
メールアドレス
ホームページアドレス
代表者氏名

本部・村上

神奈川県大和市つきみ野 5-8 A-209

九州支部

福岡県宗像市

本部・村上

050-1031-3706

九州支部・原田

090-1162-4321

―
九州支部・原田

pha-japan_kyushu@iga.bbiq.jp

http://www.pha-japan.ne.jp/
本部：村上

九州支部：原田
＊会の紹介＊

・PAH の会は、IPAH、膠原病、SLE、先天性心疾患（心房中核欠損、心室中核欠損、アイゼンジャー症
候群）や CTEPH、すべての肺高血圧症を対象に、患者と家族、医療関係者など、当疾患に関わる人々
が集う場です。
・PAH の会は、肺高血圧症患者とその家族が運営している患者会です。一人で悩まないで、私たちと
一緒に、肺高血圧症を克服していくために PAH の会に参加しませんか？

＊主な活動＊ （福岡県内での活動）
・年に一度、肺高血圧症専門の先生をお招きし講演や質疑応答、先生を囲んで患者さんとの交流会を
行っています。
・2014 年 4 月 阿部弘太郎先生（九州大学病院循環器内科・肺高血圧症専門外来）を招いての座談会・
交流会
・2015 年 11 月 杉山陽一先生（久留米大学 循環器病研究所）を招いての講演・交流会
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名 称

九州肝臓友の会

対象疾患名

肝臓病（ウイルス性）

会への問合せ

（可）

電話

療養相談対応

（可）

電話

相談対応時間

（不定）

住所

〒８１１－１３２３

福岡市南区弥永 2-29-26
ＴＥＬ

092-586-3425

ＦＡＸ

上記に同じ

メールアドレス

―

ホームページアドレス

―

代表者氏名

大賀 和男
＊会の紹介＊

・1980 年 1 月設立
・会員は約 150 人 （ウィルス性 B 型肝炎、C 型肝炎患者）
・国,県,市に肝炎対策の充実を求める要請活動

＊主な活動＊ （福岡県内での活動）
・医療講演会、相談会、患者交流会開催
・会報の発行
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名 称
対象疾患名

魚鱗癬の会
魚鱗癬

会への問合せ

（可）

ﾒｰﾙ ・ 電話 ・ FAX

療養相談対応

（可）

ﾒｰﾙ ・ 電話 ・ FAX

相談対応時間

（定） 18：00～22：00

住所

〒804-0081

北九州市戸畑区千防 3 丁目 4-23-301 号
ＴＥＬ

093-230-0181

ＦＡＸ

上記に同じ

メールアドレス

gyorinsen@jcom.zaq.ne.jp
gyorinsen.com

ホームページアドレス
代表者氏名

梅本 千鶴
＊会の紹介＊

・1998 年発足（全国に会員 50 名）
・知ることは誰にでもできること

＊主な活動＊ （福岡県内での活動）

・全国交流会開催 年１回（福岡）
・交流会 （宗像市）
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名 称

後縦靭帯骨化症こころ会

対象疾患名

後縦靭帯骨化症・黄色靭帯骨化症

会への問合せ

（可）

電話

療養相談対応

（可）

電話

相談対応時間

（定）

PM13：00 ～PM17：00

住所

福岡県 久留米市

ＴＥＬ

080－4694－5013

ＦＡＸ

050－3469－5513

メールアドレス
ホームページアドレス

代表者氏名

info.opllkokorokai@gmail.com
http://www.opllkokorokai.jpn.org/
上田 順子
＊会の紹介＊

・久留米後縦靭帯骨化症患者設立準備会は 2012 年６月 5 日「後縦靭帯骨化症こころ会」と名称を
改め発足いたしました。
・気持ちを一つにして、少しでも患者同士、またその患者を支えていただいている家族の方達と
の語らいの場になれば嬉しい！
OPLL こころ会が皆様の心の拠りどころになれば幸いです。

＊主な活動＊ （福岡県内での活動）
・交流会開催 ： 年 6 回の交流会（偶数月第 3 土曜日予定・えーるピア久留米学習室。
詳細はホームページに掲載。)
・年 1 回 医療講演を開催予定（詳細はホームページに掲載）
。
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名 称
対象疾患名

公益社団法人

日本リウマチ友の会福岡支部

主に関節リウマチ

会への問合せ

（可）

電話 ・ FAX

療養相談対応

（可）

電話 ・ FAX

相談対応時間

（不定）

住所

北九州市小倉北区

ＴＥＬ

093-921-0787

ＦＡＸ

上記に同じ

メールアドレス
ホームページアドレス

代表者氏名

―
公益社団法人 日本リウマチ友の会

http://www.nrat.or.jp

楠木 多美恵
＊会の紹介＊

・日本リウマチ友の会は全国組織で東京に本部、各都道府県に支部がある。
・福岡支部は昭和４５年設立。
・リウマチに関する啓発、リウマチ対策の確立と推進に関する事業を行い、リウマチ性疾患を有
する者の福祉の向上に寄与することを目的に活動。
・リウマチ専門医の紹介と自助具の紹介など。
＊主な活動＊ （福岡県内での活動）
・療養医療講演会・相談会（年に 2～3 回）
・支部会報（年に３回発行）：リウマチに関する情報提供
・交流会開催：日頃の不安や困っていること等、患者同士が気軽に話し合う中で、より良
い日常生活が送れる。時には食事会も開催。
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呼吸不全友の会 （通称：ホットの会）

名 称

特発性間質性肺炎

対象疾患名
会への問合せ

（可）

ﾒｰﾙ ・ 電話 ・ FAX

療養相談対応

（可）

ﾒｰﾙ ・ 電話 ・ FAX

相談対応時間

（可） 10：00～16：00

住 所

〒819-1105

092-322-4374 （代表者自宅）

ＴＥＬ
ＦＡＸ

上記に同じ

takeaki@ymt.bbiq.jp

メールアドレス
ホームページアドレス

代表者氏名

糸島市潤３丁目 1-1

H P ： ホットの会 で検索可能
ふじなみ

たけあき

藤波 武昭
AE

AE

E

＊会の紹介＊
・平成３年４月に発足
・慢性呼吸器疾患や在宅酸素療法中の方、そのご家族や関係者の方々で構成されている患
者会です。
＊主な活動＊ （福岡県内での活動）
・年２回 春と秋の日帰りバスハイク
・年３回 会報発行（ 呼吸器に関する治療リハビリ、エッセイ、文芸など掲載 ）
・国立病院機構福岡病院にて開催される「いきいきセミナー」（毎月第２金曜日１３：１５~１４：００）
に参加して勉強しています。
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名 称

さいはつせい た は つ なんこつえん

再発性 多発 軟骨炎 (RP)患者会
AE

AE

AE

AE

対象疾患名

再発性多発軟骨炎

会への問合せ

（可） 電話：092-980-1018 FAX：092-980-1775
Mail：info@horp-rp.com

療 養相談対応

（可） 同上

相談対応時間

（不定）

住所

〒811-2109 福岡県粕屋郡宇美町桜原 1-5-24

ＴＥＬ

092-980-1018

ＦＡＸ

092-980-1775

メールアドレス

info@horp-rp.com

ホームページアドレス

http://horp-rp.com/index.php

代表者氏名

永松 勝利
＊会の紹介＊

・患者数 500 人未満の希少疾患で、難病認定を目指して平成 20 年より署名活動を開始し、24 年
10 月に患者会としてスタートしました。
・希少疾患であるための孤独感や不安など、皆で共有して、交流会や医療講演会などを行ってい
ます。
・楽しく明るい会報も好評で、これだけできっと患者会を好きになってくれると思います。
・全国で活躍する顧問医と連携し、出来る限り医療相談も行っています。
・広報活動を活発に行い、疾患の普及や治療研究にも積極的に取り組んでいます。

＊主な活動＊ （福岡県内での活動）
・県内患者数が少ないため、不定期で交流会を行っています。
・会代表が福岡在住のため、相談は面談でも行えます。
・福岡県で活動する「難病 NET.RDing 福岡」と連携して、本疾患のみではなく、他の疾患と
の交流を行い、難病全体の理解や啓発活動も行っています。
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名 称

全国筋無力症友の会 九州支部

対象疾患名

重症筋無力症

会への問合せ

（可）

電話 ・ FAX

療養相談対応

（可）

電話 ・ FAX

相談対応時間

（定）

日月火水 11：00 ～ 15：00
木金土

18：00 ～ 21：00

住所

福岡市南区若久 6 丁目 54-38

ＴＥＬ

092-552-7735

ＦＡＸ

上記に同じ

メールアドレス
ホームページアドレス

代表者氏名

＿
＿

茂田 保子
＊会の紹介＊

・昭和４７年に発足し、筋無力症の患者会、家族及び賛助会員で構成する会。
・治療上の悩み、日常生活での問題等に関するアドバイスの提供。
・国に対して、治療研究、医療体制等の充実を求める活動を目指す。

＊主な活動＊ （福岡県内での活動）
・医療講演・相談会 １年に１回 （九州大学神経内科）
・交流会（不定期）
・機関誌

九州支部より年に 1～2 回、本部より年に 2～3 回発行
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名 称
対象疾患名

全国膠原病友の会 福岡県支部
・全身性エリテマトーデス（ＳＬＥ） ・多発性筋炎／皮膚筋炎
・強皮症 ・混合性結合組織病 ・シェーグレン症候群
・結節性多発動脈炎 ・顕微鏡的多発血管炎 ・アレルギー性肉芽腫性血管
炎（チャーグストラウス 症候群） ・多発血管炎性肉芽腫症
・成人スティル病 等

会への問合せ

（可）

電話 ・ FAX

療養相談対応

(可）

電話 ・ FAX

相談対応時間

（不定）できれば 11:00 ～ 16:00。
その他の時間でも結構です。不在の場合は、連絡先とお名前を伝言して下され

ば、こちらから連絡いたします。

住所

福岡市中央区今泉 2 丁目４－６

ＴＥＬ

０９２－７４１－３８２８

ＦＡＸ

０９２－７４１－３８２８

メールアドレス

－

ホームページアドレス

－

代表者氏名

佐々木元枝
＊会の紹介＊

全国膠原病友の会は、１９７１年発足し、２０１３年６月に一般社団法人となり活動をしています。福岡県
支部は、平成４年に活動を始めました。
膠原病医療に携わる多くの医師や医療関係者が、顧問や賛助会員となり、ご協力いただいておりま
す。会の目的は、①膠原病に関する正しい知識を高め、②明るい療養生活を送れるよう会員相互の親睦
を図り、③膠原病の原因究明と治療法の確立並びに社会的対策の樹立を要請することです。膠原病の普
及啓発に努めると共に、皆様が暮らしやすい社会の実現を目指していきます。

＊主な活動＊ （福岡県内での活動）
☆総会、医療講演会、交流会、相談会、バスハイク、茶話会
☆機関誌「膠福」を年 2 回発行するほか、アンケート活動など
☆運営委員会、会報編集など
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名 称

全国パーキンソン病友の会 福岡県支部

対象疾患名

パーキンソン病

会への問合せ

（可）

電 話

療養相談対応

（可）

電 話

相談対応時間

（不定）

住所

〒814-0031 福岡市早良区南庄 4-13-10-205

ＴＥＬ

090-4999-3776

ＦＡＸ

092-841-7483

メールアドレス
ホームページアドレス

代表者氏名

hijiri.morita01@docomo.ne.jp
http://jpda.main.jp
森田 聖
＊会の紹介＊

・福岡県支部は 1983 年に発足し今年で 32 年目になりました。
・会員数は、約 330 人です。
・福岡県内を 6 ブロックに分けて、普段の活動はブロック単位で実施しています。
＊主な活動＊ （福岡県内での活動）
・支部主催 ： ① 年度総会の実施

② 医療講演会 年 2～3 回

③ 秋の 1 泊研修旅行 ④ 会報「勇気」の発行 年３回
・ブロック別活動：交流会、カラオケ、お花見会、日帰り旅行
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名称

高安動脈炎（大動脈炎症候群）～あけぼの会

対象疾患名

高安動脈炎（大動脈炎症候群）

会への問合せ

（可）

電話

療養相談対応

（可）

電話 ・ メール

相談対応時間

（定）

10:00～17:00

患者自身が運営している会ですので、できればお電話は上記時間帯でお願いします。不在の場
合は、連絡先とお名前を伝言していただければ、こちらからご連絡いたします。体調等の理由で
当日中の連絡ができない時もあるかもしれませんが、ご容赦ください。

住所

〒811-3101
古賀市天神 2 丁目 1-37 アーバンパレス古賀 SA806

ＴＥＬ

080-3430-5815 （あけぼの会本部）

ＦＡＸ

―

メールアドレス
ホームページアドレス
代表者氏名

akebonokai-soudan@softbank.ne.jp

（あけぼの会本部）

http://ip.tosp.co.jp/i.asp?i=a2k0b0n2
五味 ゆみ子
＊会の紹介＊

会費 3000 円/年
■大動脈炎症候群の方の相談受付け
■会報の発行（年３回）

■患者会のホ－ムペ－ジの運営

■講演会・相談会・交流会

聞いたことのない病気に出会ったとしても一人で考えすぎないで話してみてください
仲間がいます。
＊主な活動＊ （福岡県内での活動）
・不定期で交流会・講演会を行っています。九州地区担当 菊武
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名 称

天疱瘡・類天疱瘡友の会
天疱瘡・類天疱瘡

対象疾患名
（可）

電話：0942-31-7853

会への問合せ
療養相談対応

（不可）

対応時間

（不定）

住所

ﾒｰﾙ：tenpousouruitenpousou @gmail.com

久留米市旭町 67

ＴＥＬ

0942－31－7853

ＦＡＸ

上記と同じ

メールアドレス
ホームページアドレス
代表者氏名

tenpousouruitenpousou@gmail.com
hp.kanshin-hiroba.jp/tenpou-ruitenpousou/pc/
山本 正孝
＊会の紹介＊

・本会は、2011年3月に発足し、天疱瘡・類天疱瘡の病友が互いの交流を通し連帯感を培うこと、
治療支援と生活環境の質的向上などを目的として設立した会です。

＊主な活動＊ （福岡県内での活動）
会発足当初より年 1 回の学習会を開催。これまでに久留米大学の会場で 2 回、アクロ ス福岡
で 3 回、いずれも福岡県内の施設で開催してきました。
また、会報誌を年間 1～2 回発行し、友の会会員及び関係団体へ配布しております。
さらに、患者会のホームページを立ち上げており、患者会の情報共有の場としています。
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名 称

特発性大腿骨頭壊死症の会

対象疾患名

特発性大腿骨頭壊死症患者及び手術を受けた患者

会への問合せ

（可）

療養相談対応

（不可）

相談対応時間

（不定）

電話

＊留守の時は、留守番電話に入れていただければ後で連絡いたします。
住所

福岡市城南区松山 2-37-17

ＴＥＬ

092-863-5406

ＦＡＸ

＿

メールアドレス

＿

ホームページアドレス

＿

代表者氏名

吉丸 純子
＊会の紹介＊

どちらの病院を受診されている方でも会員になることがきます。

＊主な活動＊ （福岡県内での活動）
・年 1 回 専門医による講演会及び医療相談会の開催（主に福岡市内）
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名 称

難病 NET.RDing 福岡

対象疾患名

指定難病 ・ その他の難病

会への問合せ

（可）

療養相談対応

（不可）

相談対応時間

（不定）

住所

電話 ・ メール ・ FAX

〒811-2109

福岡県糟屋郡宇美町桜原 1－5－24

ＴＥＬ

092-980-1018

ＦＡＸ

092-980-1775

メールアドレス

rdingfukuoka@gmail.com

ホームページアドレス

http://rdingfukuoka.jimdo.com
facebook.com/RDingFukuoka
Twitter:@rdingfukuoka

代表者氏名

池崎 悠
＊会の紹介＊

・2014 年 6 月に発足。メンバー6 名で、指定難病に限らず、広く難病を対象として周知・啓発活動
をしています。
・企業や社会に対して、患者主体で難病の理解促進を行い、主に就労問題の解決を目指します。
・定期的に患者交流会を開き、情報共有の場を提供しています。
＊主な活動＊ （福岡県内での活動）
・毎年 2 月最終日 Rare Disease Day（世界希少・難治性疾患の日）福岡開催
・患者交流会（疾患を限定していません） の定期実施。詳しい場所や時間はサイトをご覧
ください。
・行政との勉強会・懇談会の開催
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名 称

日本 ALS 協会 福岡県支部

対象疾患名

筋萎縮性側索硬化症

会への問合せ

（可）

電話 ・ FAX

療養相談対応

（可）

電話 ・ FAX

相談対応時間

（定）

10：00～14：00

住所

北九州市八幡西区区大平 2 丁目 5 の 30

ＴＥＬ

093-613-5568

ＦＡＸ

上記に同じ

メールアドレス

―

ホームページアドレス

―

代表者氏名

古江 和弘
＊会の紹介＊

・今年で支部設立 20 年です。

＊主な活動＊ （福岡県内での活動）
・総会 6 月 （福岡市）
・交流会 年 1 回開催
・支部だより発行 年 1 回
・福岡地区、筑後地区、筑豊地区、北九州地区を毎年持ち回りで交流会を開催しています。
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名 称

九州 IBD フォーラム

福岡 IBD 友の会

対象疾患名

潰瘍性大腸炎・クローン病・腸管型ベーチェット病

会への問合せ

（可）

・電話 （当方の療養状況で対応できない事あり）
・メール・ FAX （いつでも）

療養相談対応

（可） 上記に同じ

相談対応時間

（不定） 電話対応時間は毎月会報にてお知らせ

住所

〒806-0003

ＴＥＬ

事務局 093-631-6566 （相談対応電話番号は別途会報に記載）

ＦＡＸ

093-631-6566

メールアドレス
ホームページアドレス
代表者氏名

北九州市八幡西区田町 1 丁目 9-40 山田方

ibdfukuoka@gmail.com
https://www.facebook.com/fukuokaibd
事務局 山田貴代加
＊会の紹介＊

・この会は、潰瘍性大腸炎、クローン病、腸管型ベーチェット病などの炎症性腸疾患に関する正しい知識を
得て、明るい療養生活を送れるよう会員相互の交流並びに親睦を図ることを目的としています。
・平成 9 年 10 月 25 日発足。
・福岡難病連、NPO 法人 IBD ネットワーク.九州 IBD フォーラムに加盟し福岡県内での活動のほか、九州エ
リア及び全国組織として、各県との交流、国や行政への働きかけ、啓発活動なども行っています。

＊主な活動＊ （福岡県内での活動）
・座談会…毎月第 4 土曜日 13 時〜15 時 （申し込み不要）
福岡市青年センター5 階 あすみんフリースペース
・患者会…IBD 調理教室 毎年 7 月の海の日（第 3 月曜 祝日）
カフェスタイルの難病相談会（「なんくるかふぇ」不定期）
・定期総会&交流会…毎年秋頃
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名 称
対象疾患名

ふくおか乾癬友の会（愛称：空 の 会）
乾 癬 全 般
（可） ・ﾒｰﾙ： kansen.fukuoka@gmail.com

会への問合せ

・FAX： 0942-72-9522
・電話： 090-4517-7120 （昼間のみ対応）

療養相談対応

（不可）

相談対応時間

（不可）

住所

必要な都度連絡
H

P： ふくおか乾癬友の会 で検索可能

ホームページアドレス

Facebook：https://www.facebook.com/fukuokakansen/
代表者氏名

―
＊会の紹介＊

「乾癬（かんせん）」は他人には感染しませんが誰もが罹る可能性の高い、全身にも影響のある難治性
疾患の皮膚病です。
かつて、乾癬は『治りません』と宣告され傷ついた方々も多いのではないでしょうか。
治療法の進歩に伴い、現在は専門医指導のもと、正しく治療することにより【寛解】状態を維持すること
も可能になっております。
ふくおか乾癬友の会（空の会）では全国20か所の患者会および弊会相談医10 名、そして全国の乾癬専
門医と連絡を密にしながら、患者さん・そのご家族の方々へ正しい情報を伝え、共有・共感することで一人
悩まず、前向きに治療に取り組むことを目的としています。
会員のみなさんの「生活環境の質的向上」のため、「できることをコツコツとできる範囲でタイミングよく」
をモットーにしております。
※会の愛称は乾癬の英語での病名“psoriasis”（ｿﾗｲｱｼｽ）からとったものであり、『かんせん』という響きへ
の抵抗感を払拭し、新しい治療方法で「明るい空」の様になれるものとの思いから決定しました。

＊主な活動＊ （福岡県内での活動）
2011 年３月、全国で 16 番目・九州で２番目に設立。
設立後、患者会主催の学習会や製薬会社主催の公開講座への後援も含め毎年年２回の学習会を開催
し医療講演をはじめ随時患者体験談も行っております。
会員（年会費必要）の皆さまへは、年２回の会報を発行。
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名 称

福岡県 SCD 友の会
（平成 28 年度総会承認後、「福岡県 SCD・MSA 友の会」に変更予定）

脊髄小脳変性症、多系統萎縮症

対象疾患名
会への問合せ

（可）

電話

・

FAX

療養相談対応

（可）

電話

・

FAX

相談対応時間

（不定）

住所

福岡県飯塚市枝園 527-8

ＴＥＬ

0948-28-6408

ＦＡＸ

上記に同じ

メールアドレス

―

ホームページアドレ

―

ス
代表者氏名

平畑 ふみ
＊会の紹介＊

・2003 年４月設立。
・患者と家族が病気に関する正しい知識を高め、明るい療養生活が送れるよう会員の
相互親睦を図るとともに治療法の確立、社会的対策を促進することを目的としています。
＊主な活動＊ （福岡県内での活動）
・会報の発行 年４回
・医療講演会・交流会 年２回 【春・・飯塚コミュニティーセンター、秋・・春日市クロバープラザ】
・総会 年１回
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名 称

ふくおかけんじんぞうびょうかんじゃれんらくきょう ぎ か い

福岡県 腎臓病 患者 連絡協 議会
AE E

対象疾患名

E AE

AE E

E

腎臓病
E

会への問合せ

（可）

電話・ メール ・ FAX

療養相談対応

（可）

電話・ メール ・ FAX

相談対応時間

（定）

月・水・木・金

9：00～17：00

住所

〒810－0044 福岡市中央区六本松 1－2－16

ＴＥＬ

092－713－8020

ＦＡＸ

092－733－4200

メールアドレス

fjk＠titan.ocn.ne.jp

代表者氏名

E

じんぞうびょう
A

ホームページアドレス

E AE

http://fukujinkyou.sakura.ne.jp/
塩屋 利且（しおや としかつ）
＊会の紹介＊

・1973 年 6 月 17 日に福岡県内の腎臓病患者 226 名（11 の透析病院の患者さんが加入）で設立。
2015 年 12 月現在は会員 4570 名（109 の透析病院の患者さんが加入）
。
会員の内訳は、透析患者（90％以上）
、移植者、保存期の腎臓病患者。
・
「いつでも、どこでも、誰もが、いつまでも、安心して受けられる医療」をスローガンとして
43 年間の活動を続けている。
・会活動の目的は、腎臓病患者の医療と福祉を守るため、腎臓病予防啓発活動、移植推進啓発活動、
ピアカウンセリング等。

＊主な活動＊ （福岡県内での活動）
・大会、学習会、交流会、会報誌の発行（年に 6 回）、移植部や青年部活動、市町村陳情活動、国会請願
署名活動等。
・ピアカウンセル「福腎協相談室」の常時開設。
・市民公開講座「腎臓病を考える」を各地で開催（毎年開催）。
・他団体との連携と協力。
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名 称

福岡県網膜色素変性症協会
（略称：JRPS 福岡）

対象疾患名

網膜色素変性症及びその類縁疾患

会への問合せ

（可） メール ・ 電話 ・ FAX

療養相談対応

（可） メール ・

相談対応時間

（常時可）

FAX （電話不可）

住所

福岡県遠賀郡岡垣町旭台 4-4-8

ＴＥＬ

093-282-1691

ＦＡＸ

上記に同じ

メールアドレス
ホームページアドレス
代表者氏名

rpfukuoka@suo.bbiq.jp
http://www.Jrps.org/fukuoka/local/
廣渡（ひろわたり）
＊会の紹介＊

・網膜色素変性症の治療法の確立と患者の自立を目指し、患者・学術研究者・支援者の三者によ
って構成されています。この三者が治療法確立の日まで、治療法の研究や、残存視機能を最大
限に活かすためのリハビリテーションや、社会の理解を得ていくための啓発活動を通して、私た
ちの手で私たち自身の生活の質（QOL）の向上に努めています。

＊主な活動＊ （福岡県内での活動）
・患者のつどい（毎年 6 月開催） 内容：医療講演会・福祉機器展等々
・福岡、北九州、県南地区交流会
・同好会活動、春・秋のハイキング

27

名 称

ベーチェット病友の会福岡県支部

対象疾患名

ベーチェット病

会への問合せ

（可） 電話 ・メール ・ FAX

療養相談対応

（可） 電話 ・メール ・ FAX

相談対応時間

（不定） １０時 ～ １９時

住所

北九州市小倉南区沼本町１－８－５

ＴＥＬ

０９３－４７３－３０７０

ＦＡＸ

０９３－４７３－３０７０

メールアドレス
ホームページアドレス
代表者氏名

ritsu.kame007@gmail.com
http://www.geocities.jp/behcetcircle_fukuoka/
大本律子
＊会の紹介＊

ベーチェット病友の会は全国組織ですが福岡県支部は２００９年５月に設立しました。ベーチェ
ット病は「口腔粘膜の潰瘍」「外陰部の潰瘍」「皮膚症状」「眼症状」からなる慢性の炎症疾患で、
「消化器」「血管」「中枢神経系」などが侵される場合もあります。 福岡県支部の会員は約５５名。
患者だけでなく家族や友人・知人の方にも広く参加していただき、病気に対する知識を持ち理解
を深めていくよう、みんなで語り合っています。
＊主な活動＊ （福岡県内での活動）
・年に１回の総会と専門医による医療講演会（福岡市内）
・患者さん主体の交流会（福岡市内・年１回・北九州市内・年１回）
・家族、友人、および医療関係者の方限定の交流会（年２回）
・福岡ＩＢＤ（炎症性腸疾患）友の会と合同交流会〈不定期〉
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福岡県内で活動している患者会
②福岡県外に事務局がある会

団体名

ページ

(社）全国ファブリー病患者と家族の会（ふくろうの会）

30

NPO 法人表皮水疱症友の会

31

一般社団法人短腸症候群の会

32

日本オスラー病患者会

33

日本マルファン協会

34

バクバクの会～人工呼吸器とともに生きる～

35

もやの会九州ブロック
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名 称

（社）全国ファブリー病患者と家族の会
（別称：ふくろうの会）

対象疾患名

希少疾病・先天代謝異常症
ライソゾーム病の 1 つ：ファブリ‐病

会への問合せ

（可） 電話 ・メール ・ FAX

療養相談対応

（可） 電話 ・メール ・ FAX

相談対応時間

（定） 11：00～16：00（月～金）
＊緊急時は別です。とりあえず留守電に入れておいてください。

住所

〒113－0033 東京都文京区本郷 4－12―16－707

ＴＥＬ

080－5720－2085

ＦＡＸ

03－4400－5954

メールアドレス

Haradah1949@yahoo.co.jp
toiawase@fabrynet.jp

ホームページアドレス

代表者氏名

http://www.fabrynet.jp
原田 久生
＊会の紹介＊

・2002 年に発足し、現在役員の数 24 名体制で全国を 5 ブロック（東北北海道・関東甲信越静・中部北陸・
近畿中四国・九州沖縄）に分け活動。
・海外活動として FIN(ファブリ－インターナショナルネットワーク)、FSIG(アメリカ)、若手リーダー研修（アジ
ア・シンガポール）と交流しています。
・会員数（1 家族 1 会員）145 家族 507 人を目指しています。

＊主な活動＊ （福岡県内での活動）
・毎年 3 月に「九州沖縄ブロック/福岡オープンセミナー」を福岡大学病院で開催。
・2016 年開催されるセミナーのテーマは、「早期発見・早期診断・早期治療・継続治療・根治治療」です。
対象者は患者家族、医療従事者、行政、関係支援団体、一般など。 セミナー終了後に懇親会あり。
対象エリアは九州全域と沖縄県（セミナー参加は無料）。
・定期刊行物「ふくろう通信」、不定期刊行物「ふくろう通信 Topics」
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名 称

NPO 法人表皮水疱症友の会 DebRA Japan

対象疾患名

表皮水疱症 （病型・不確定を問わず）

会への問合せ

（可） 電話 ・メール ・ FAX

療養相談対応

（可） 電話 ・メール ・ FAX

相談対応時間

（不定） 不在・不通の時は折り返し

住所

〒001－0038 札幌市北区北 38 条西 5 丁目 1－40－803

ＴＥＬ

001－726－5170

ＦＡＸ

上記と同じ

メールアドレス
ホームページアドレス
代表者氏名

debrajapan@gmail.com
www.debrajapan.com
代表理事

宮本 恵子
＊会の紹介＊

表皮水疱症は、国内患者数推定 2,000 人。少しの刺激や摩擦で全身の皮膚や粘膜に水疱（水ぶくれ）や
びらん（ただれ）が繰り返し発症し続ける遺伝性の難病です。現在根治する治療法はなく、毎日一生全身
の水疱処置とガーゼ交換が欠かせません。痛みの軽減、皮膚管理、障害認定、合併症の予防等課題およ
び治療開発の推進、日常生活の質の向上を目指すため 2007 年 5 月表皮水疱症友の会を発足。数少ない
患者家族の連携、治療と在宅ケアの情報交換を通じて、闘う勇気と生きる希望を提供しています。2015 年
現在会員数 150 家族。

＊主な活動＊ （福岡県内での活動）
・2010/0920 九州支部発足記念 治療セミナー（福岡モルティ）
・2011/0521 全国交流会（宗像市グローバルアリーナ）
・

/1030 九州交流セミナー（福岡市 TKP 博多駅南会議室）

・2012/0721 全国交流会～アジア交流会（北大/九州会員招聘）
・2012/0728 福岡市『1/4 の奇跡』上映会～表皮水疱症チャリティ
・2013/0622 九州支部看護ケアセミナー（アクロス福岡西ウィング）
・2015/1114 難治性皮膚ケア学習会～食育ランチ付き難病医療法講座
（福岡県教育会館 3 階第 3 会議室）
・患者家族との懇談会・当事者体験の声収集
・地域医療保健福祉関係者との情報交流
・同じ皮膚難病患者会（魚鱗癬）との情報交流ほか。
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名 称

一般社団法人 短腸症候群の会

対象疾患名

短腸症候群を始めとする腸管不全全般

会への問合せ

（可）

ﾒｰﾙ

療養相談対応

（可）

ﾒｰﾙ

対応時間

（不定）

住所

茨城県北茨城市中郷町汐見ヶ丘 4-297-43

ＴＥＬ

0293－43-3302

ＦＡＸ

なし

メールアドレス

sbsa2014@gmail.com
http://short-bowel-synd.seesaa.net/

ホームページアドレス
代表者氏名

髙橋 正志
＊会の紹介＊

・当会は、短腸症候群を始めとする対象疾患の患者や家族が安心して治療を受け、また生活す
ることができるように、患者や家族同士の交流の支援、治療や生活の向上に役立つ情報の収集
と提供、国などへの働きかけ、患者や家族の社会参加や訓練の機会を提供、対象疾患について
の啓発活動や会報の発行、不安や悩みなどの相談と専門機関の紹介といった活動を全国を対
象に行っています。
＊主な活動＊ （福岡県内での活動）
・医療講演を含む交流会を年１回開催 （毎年 11 月に福岡市内を予定）
・会報発行を年６回
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名 称
対象疾患名

特定非営利活動法人

日本オスラー病患者会

オスラー病（HHT:遺伝性出血性抹消血管拡張症）

会への問合せ

（可）

ﾒｰﾙ ・ 電話 ・ FAX

療養相談対応

（可）

ﾒｰﾙ ・ 電話 ・ FAX

相談対応時間

（不定）

住 所

大阪市中央区内平野町 1-2-6 ダイヤパレス大手門 304

ＴＥＬ

090-3167-3927

ＦＡＸ

050-3737-5059

メールアドレス

info@hht.jpn.com

ホームページアドレス
代表者氏名

http://www.hht.jpn.com
村上 匡寛
＊会の紹介＊

・患者さん本人達の交流を深め、心のケアをしていただく。
・オスラー病患者は外観的に健常者の方と区別がつかず、日常的に繰り返す鼻出血や他の
出血・慢性的な貧血・重度の倦怠感などの症状により不自由な状態にあります。
このような困難解決のために、患者が公的援助などを受けられるように活動してゆきたい。

＊主な活動＊ （福岡県内での活動）

・年に 1 回交流会開催しています（９月、１０月予定、九州支部）。
・どなたでも参加可能です。
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名 称
対象疾患名

NPO 法人 日本マルファン協会
マルファン症候群
ロイス・ディーツ症候群など類縁疾患

会への問合せ

（可）

電話 ・ メール

療養相談対応

（可）

電話 ・ メール

相談対応時間

（定）

平日 13:00 ～17:00 で可能な限り

住所

（郵送先）
〒511-0810

ＴＥＬ

050-5532-6503 （平日 13:00 ～17:00）

ＦＡＸ

―

メールアドレス
ホームページアドレス

代表者氏名

三重県桑名市清竹の丘 38（大柄方）

info@marfan.jp
http://www.marfan.jp/

猪井佳子
＊会の紹介＊

・2007 年 NPO 法人としてマルファン症候群等を取り巻く環境改善を行うために設立しました。
・2015 年より、マルファン症候群は指定難病と小児慢性特定疾病になりました。これを機会に、
今後福岡でも地域の患者家族が集まる機会を増やしていけたらと思っております。

＊主な活動＊ （福岡県内での活動）

・寺子屋マルファン（マルファン症候群市民勉強会）交流会 不定期
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名 称

バクバクの会～人工呼吸器とともに生きる～

対象疾患名

人工呼吸器使用児者、若しくは同程度のケアを必要とする児者

会への問合せ

（可） ⇒

療養相談対応

（不可）

相談対応時間

（不定） ⇒AM 10:00～17:00

電話 ・ メール ・ FAX

住所

大阪府箕面市坊島 4-5-20 みのお市民活動センター内

ＴＥＬ

072-724-2007

ＦＡＸ

072-724-2007

メールアドレス
ホームページアドレス
代表者氏名

bakuinfo@bakubaku.org
http://www.bakubaku.org/
会長 大塚孝司
＊会の紹介＊

・1989 年大阪で発足。1990 年より全国組織化し、「人工呼吸器をつけた子の親の会（バクバクの会）」とし
て、人工呼吸器をつけた子どもたちが“ひとりの人間、ひとりの子ども”として、地域社会の中で当たり前
に生きられるより良い社会環境づくりをめざし、様々な活動に取り組む。
・2015 年 8 月、2015 年度第 25 回定期総会にて「バクバクの会～人工呼吸器とともに生きる～」に名称変
更。人工呼吸器使用当事者、家族が共に活動して行くスタイルに変更。
・2016 年 2 月現在、全国に 500 名の会員がおり、医療・教育・保健・福祉等、人工呼吸器使用者が生きてい
く上でのよりよい社会の実現を目的に、様々な問題、課題に取り組んでいる。

＊主な活動＊ （福岡県内での活動）
(1) 会員相互の親睦交流会、情報交換。
(2) 医療体制、社会保障制度、教育制度の充実、向上のための活動。
(3) 人工呼吸器使用者への社会的理解を計る活動。
(4) 人工呼吸器等に関係する資料、情報の収集。
(5) 機関誌等の発行。
(6) その他、必要と思われる事業。
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名 称

もやの会九州ブロック

対象疾患名

もやもや病

会への問合せ

（可）

電話 ・ メール ・ FAX

療養相談対応

（可）

電話 ・ メール ・ FAX

相談対応時間

（不定）

住所

鹿児島県薩摩川内市上甑町中甑 257 番地 2

〒896-1201

ＴＥＬ

09969-2-1129

ＦＡＸ

上記に同じ

メールアドレス
ホームページアドレス
代表者氏名

moyanokai_kagoshima@yahoo.co.jp
http://moyanokai.com/
代表世話人 和田博
＊会の紹介＊

・「もやもや病」について最新の正しい知識を会員に知っていただく。また、会員同士が
励まし合って様々な情報交換をしながらこの病気と付き合っていくことを目的とし1983年に発足
しました 。
・もやの会は、国内 12 ブロックで活動しています。
・私ども九州ブロックは、九州を拠点に活動しています。
＊主な活動＊ （福岡県内での活動）
・患者と家族の交流会及び医療講演会（福岡市１回/年、九州内 1 回/年）
・新たに会員になられた方を対象に医療講演会（福岡市 1 回/年）
・相談受付は随時お受けいたします。
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付録 全国の患者会
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全国の患者会
①一般社団法人 日本難病・疾病団体協議会（略称 ＪＰＡ）加盟 団体一覧
（JPA は、難病・長期慢性疾患・小児慢性疾患等の患者団体及び地域難病連で構成する患者・家族の中央団体です。）
No

団体名
(一社)日本難病・疾病団体協議会

〒
162-0822

（略称 ＪＰＡ）
1

（一財）北海道難病連

住所
東京都新宿区宮比 2-28

電話

FAX

03-6280-7734

03-6280-7735

011-512-3233

011-512-4807

飯田橋ハイタウン 610 号
064-8506

札幌市中央区南4 条西10 丁目
北海道難病センター

2

青森県難病団体等連絡協議会

038-1331

青森市浪岡女鹿沢字平野155

0172-62-5514

兼

3

岩手県難病・疾病団体連絡協議会

020-0831

盛岡市三本柳8-1-3

019-614-0711

019-637-7626

ふれあいランド岩手内
4

(NPO)宮城県患者・家族団体連絡協議会

981-0801

仙台市青葉区木町通1 丁目4-15

022-796-9130

022-211-1781

018-823-6233

018-824-4627

仙台市交通局本局庁舎4F
5

(NPO)秋田県難病団体連絡協議会

010-0922

秋田市旭北栄町1-5
秋田県社会福祉会館3F

6

山形県難病等団体連絡協議会

990-0021

山形市小白川町2-3-30
山形県難病相談支援センター気付

7

福島県難病団体連絡協議会

960-8141

福島市渡利七社宮 111

090-4883-0928

ー

（高橋）
024-525-8705

024-525-8715

029-244-4535

兼

028-648-9811

兼

福島県総合社会福祉センター１F
8

茨城県難病団体連絡協議会

310-0851

水戸市千波町1918
茨城県総合福祉会館内

9

栃木県難病団体連絡協議会

320-0857

都宮市鶴田2-30-9 平塚様方

10

群馬県難病団体連絡協議会

371-0843

前橋市新前橋町13-12

027-255-0035

兼

群馬県社会福祉総合センター４F
11

千葉県難病団体連絡協議会

277-0054

千葉県柏市南増尾 3-14-5

04-7138-6058

04-7173-8938

045-651-0258

兼

0250-22-6762

兼

関様方
12

(NPO)神奈川県難病団体連絡協議会

231-0003

横浜市中区北仲通 3-33

13

新潟県患者・家族団体協議会

956-0841

新潟市秋葉区東島 179-6 永島様方

14

(NPO)難病ネットワークとやま

930-0036

富山市清水町1-1－１

076-423-0188

兼

15

山梨県難病・疾病団体連絡協議会

406-0821

笛吹市八代町北1617

055-265-1568

兼

16

長野県難病患者連絡協議会

390-0221

松本市里山辺1795-13 北沢様方

500-8385

岐阜市下奈良2-2-1

422-8031

静岡市駿河区有明町2-20

関内フューチャーセンター#217

17

(NPO)岐阜県難病団体連絡協議会

0263-32-8146
058-273-3310

0263-32-8161
兼

岐阜県福祉・農業会館 3Ｆ
18

(NPO)静岡県難病団体連絡協議会

054-281-2170

兼

静岡総合庁舎 別館2F
19

(NPO)愛知県難病団体連合会

453-0041

名古屋市中村区本陣通５－６－１

052-485-6655

052-485-6656

059-223-5035

059-223-5064

地域資源長屋なかむら 101
20

(NPO)三重難病連

514-8567

津市桜橋3-446-34

21

(NPO)滋賀県難病連絡協議会

520-0044

大津市京町4-3-28
滋賀県厚生会館 別館2 階

38

077-510-0703

兼

22

(NPO)京都難病連

602-8143

京都市上京区堀川通丸太町下ル

075-822-2691

兼

京都社会福祉会館
23

(NPO)大阪難病連

540-0008

大阪市中央区大手前2-1-7

06-6926-4553

06-6926-4554

24

（一社）兵庫県難病団体連絡協議会

650-0021

神戸市中央区三宮町2-11-1-513-1

078-322-1878

078-322-1876

630-8001

奈良市法華寺町265－8

0742-35-6707

兼

073-460-1833

兼

大阪赤十字会館8F

25

(NPO)奈良難病連

白樺ハイツ大宮Ⅱ
26

和歌山県難病団体連絡協議会

640-8471

和歌山市善明寺602-6

27

岡山県難病団体連絡協議会

700-0813

岡山市北区石関町 2-1

086-222-007

086-222-0166

岡山県総合福祉会館６Ｆ
28

広島難病団体連絡協議会

734-0007

広島市南区皆美町 1-6-29

082-236-1981

082-236-1986

29

とくしま難病支援ネットワーク

771-1232

徳島県板野郡藍住町富吉字穂実35-9

088-692-0016

兼

30

香川県難病患者・家族団体連絡協議会

非公開

非公開

非公開

広島県健康福祉センター３F

31

愛媛県難病等患者団体連絡協議会

790-0067

松山市大手町1-3-9

089-941-5251

兼

32

(NPO)高知県難病団体連絡協議会

780-0062

高知市新本町1 丁目14-6

088-856-5151

兼

810-0072

福岡市中央区長浜 2-4-118

092-751-2109

092-751-2170

33

福岡県難病団体連絡会

34

(NPO)佐賀県難病支援ネットワーク

840-0804

佐賀市神野東2-6-10 佐賀駅北館

0952-97-9632

0952-97-9634

35

(NP0)長崎県難病連絡協議会

852-8104

長崎市茂里町3-24

095-801-5633

095-846-8607

ー

長崎県総合福祉センター県棟２階
36

熊本難病・疾病団体協議会

869-0461

熊本県宇土市網津町 1418-4 中山様方

090-8622-4674

37

(NPO)大分県難病・疾病団体協議会

870-0938

大分市今津留3-4-25 田原ビル 1F

097-535-8755

097-535-8750

38

宮崎県難病団体連絡協議会

880-0951

宮崎市大塚町弥堂ノ窪5424-4

0985-54-3424

兼

39

（NPO）ＩＢＤネットワーク

062-0936

011-832-9532

兼

03-3379-3033

兼

森下様方
札幌市豊平区平岸6 条12 丁目5-6
萩原様方
40

ＳＪＳ患者会

151-0072

41

下垂体患者の会

E メールのみ info@kasuitai.lolipop.jp

42

再発性多発軟骨炎（RP）

811-2109

福岡県糟屋郡宇美町桜原1-5-24

43

サルコイドーシス友の会

177-0041

練馬区石神井町8-43-7 若林様方

160-0022

新宿区新宿2-1-3

44

スモンの会全国連絡協議会

渋谷区幡ヶ谷 3-6-7 湯浅様方

092-980-1018
03-3996-1530
03-3357-6977

兼
兼
03-3352-9476

サニーシティ新宿御苑1001
45

全国筋無力症友の会

602-8143

46

（一社）全国膠原病友の会

102-0071

京都市上京区堀川通丸太町下ル

075-822-2691

075-255-3071

03-3288-0721

03-3288-0722

03-5962-7700

兼

京都社会福祉会館 4F
千代田区富士見2-4-9
千代田富士見スカイマンション 203
47

全国ＣＩＤＰサポートグループ

170-8470

豊島区西巣鴨3-20-1 大正大学
青木研究室内

48
49

（一社）全国心臓病の子どもを守る会
（一社）全国腎臓病協議会

170-0013

豊島区東池袋2－7－3 柄澤ビル 7Ｆ

03-5958-8070

170-0002

豊島区巣鴨1-20-9

03-5395-2631

03-5958-0508
03-5395-2831

巣鴨ファーストビル 3Ｆ
50

(NPO)全国脊髄小脳変性症・多系統萎縮

170-0004

豊島区北大塚2-7-2

症友の会

39

03-3949-4036

03-3949-4112

51

全国脊柱靭帯骨化症患者家族連絡協議

064-0919

会
52
53
54

011-530-1975

兼

044-854-6470

兼

1-10-201 増田様方

全国多発性硬化症友の会
（一社）全国パーキンソン病友の会
（一社）全国ファブリー病患者と家族の会

216-0033

川崎市宮前区宮崎 6-2-11 中島様方

165-0026

中野区新井3-1-11 パールシオン B1

113-0033

東京都文京区本郷 4-12-16-707

（ふくろうの会）
55

札幌市中央区南１９条西 15 丁目

側弯症患者の会（ほねっと）

03-5318-3075

03-5318-3077

080-5720-2085

03-4400-5954

（株）キタ・メディアアソシエイト内
463-0084

愛知県名古屋市守山区西城

052-793-5044

兼

1-12-30-103
56

日本ＡＳ友の会

181-0004

三鷹市新川1-11-5 井上様方

0422-45-7985

0422-49-6817

57

(一社）日本ＡＬＳ協会

102-0073

千代田区九段北1-15-15 瑞鳥ビル 1F

03-3234-9155

03-3234-9156

134-0085

江戸川区南葛西6-15-14-501

03-5696-3553

兼

204-0022

清瀬市松山2-13-12

0424-91-0058

兼

58

（ＮＰＯ）日本間質性膀胱炎患者情報交換
センター

59

日本患者同盟

60

日本肝臓病患者団体協議会

161-0033

新宿区下落合3-14-26-1001

61

日本喘息患者会連絡会

920-0848

金沢市京町23-3

03-5982-2150
076-252-6746

03-5982-2151
兼

サン・ヴィンテージ１０３号
62
63

(NPO)日本マルファン協会
(NPO)PAH の会

511-0810

三重県桑名市

050-5532-6503

242-0002

神奈川県大和市つきみ野5-8-Ａ209

050-1031-3706

兼

村上様方
64
65

フェニルケトン尿症親の会連絡協議会
ベーチェット病友の会

174-0064

板橋区中台3-25-1-710 塚田様方

03-3934-1169

兼

630-0114

奈良県生駒市鹿ノ台西3-10-13

090-3272-7088

ー

072-761-8825

兼

遠田様方
66
準1

もやもや病の患者と家族の会
（認NPO）アンビシャス

563-0032

池田市石橋3-7-9 平和ハイツ 206

900-0013

那覇市牧志3-24-29

098-951-0567

098-951-0565

083-256-0070

ー

グレイスハイム喜納2-1F
準2
準3

SBMA の会（球脊髄性筋萎縮症）
（NPO）おれんじの会（山口県特発性大腿

Ｅメールのみ madoguchi@sbma.jp
751-0872

骨頭壊死症友の会）
準4

（公財）がんの子どもを守る会

準5

血管腫・血管奇形の患者会

準6
準7

（一社）こいのぼり
シルバーラッセル症候群ネットワーク

下関市秋根南町1 丁目3-1
エバーグリーン新下関1102

111-0053

台東区浅草橋1-3-12 03-5825-6311

Ｅメール pavamail2006@gmail.com

携帯のみ 080-3430-5815

準9

竹の子の会プラダー・ウイリー症候群児・

558-0041

者親の会

準 12

(NPO)難病支援ネット北海道
(NPO)新潟難病支援ネットワーク

大阪市住吉区南住吉３－９－１０

06-6697-1188

兼

089-952-0435

兼

東尾様方
791-8031

族の会）
準 11

ー

Ｅメールのみ srs-net@mbr.nifty.com

大動脈炎症候群友の会（あけぼの会）

つくしの会（全国軟骨無形成症患者・家

080-6649-5701

03-5825-6316

Ｅメールのみ info@koinobori-mito.jp

準8

準 10

03-5825-6311

愛媛県松山市北斎院町812-7
新山様方

064-0927

札幌市中央区南27 条西8-1-28

950-2085

新潟市西区真砂1-14-1

011-532-2360
025-267-2225

011-511-8935
兼

(独）国立病院機構西新潟中央病院内
準 13
準 14

(認 NPO)日本ＩＤＤＭネットワーク
（NPO）日本プラダー・ウイリー症候群協
会

840-0823
238-0221

佐賀市柳町4-13

0952-20-2062

020-4664-1804

神奈川県三浦市三崎町六合243-3

ー

ー

石垣様方

40

準 15

(NPO)脳腫瘍ネットワーク

web サイトから https://www.jbta.org/contact/

準 16

(NPO)PADM 遠位型ミオパチー患者会1

146-0085

東京都大田区久が原3-26-16 林様方

準 17

ミオパチー（筋疾患）の会オリーブ

734-0001

広島市南区出汐1 丁目2-10-301

090-7501-3081

157-0067

世田谷区喜多見8-15-35

03-5761-2860

準 18

(NPO)無痛無汗症友の会トゥモロウ

070-6465-8748

050-6860-5921
082-255-7733
03-5761-2861

Ｋ・田中ビル 307

（「日本難病・疾病団体協議会」ホームページより引用（2015 年 9 月現在）

② JPA 加盟団体以外の患者会（「難病情報センター」掲載分）
1

団体名

連絡先

ITP 特発性血小板減少性紫斑病患者会 なんくるないさー

〒247-8799 神奈川県鎌倉市大船2-20-23 大船郵便局局留
TEL：090-3815-8301
当分の間 20：00～22：00 でお願いいたします。

2

あすなろ会(若年性関節リウマチ親の会)

〒125-0041 東京都葛飾区東金町7-5-8-501
TEL／FAX：03-3600-9771
問い合わせはＨＰからどうぞ

3

アトピー性脊髄炎患者会 StepS

〒491-0353 愛知県一宮市萩原町萩原上町87
AncoBOX176
問い合わせはＨＰからどうぞ

4

1p36 欠失症候群家族会

〒162-8666 東京都新宿区河田町8-1
東京女子医科大学統合医科学研究所内
TEL：03-3353-8112 内線24013

5

一般社団法人 東京進行性筋萎縮症協会 とうきんきょう

〒132-0035 東京都江戸川区平井5-19-1
TEL／FAX：03-3614-0225

6

一般社団法人 日本筋ジストロフィー協会

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-43-11 福祉財団ビル
TEL：03-6907-3521／FAX：03-6907-3529

7

一般社団法人 日本網膜色素変性症協会(JRPS)

8

茨城県バージャー病患者と家族の会

〒140-0013 東京都品川区南大井2-7-9 アミューズ K ビル 4F
TEL：03-5753-5156／FAX：03-5753-5176
〒313-0041 茨城県常陸太田市稲木町993
TEL：0294-72-7436／FAX：0294-72-8600

9

AL アミロイドーシス患者の会

10

SSPE 青空の会 (亜急性硬化性全脳症)

ー
お問い合わせはＨＰからどうぞ
〒195-0057 東京都町田市真光寺1-35-7 辻方
TEL／FAX：042-736-2028

11

SMA(脊髄性筋萎縮症)家族の会

12

NPO 法人 ALD の未来を考える会 (副腎白質ジストロフィー)

ー
お問い合わせはＨＰからどうぞ
〒202-0003 東京都西東京市北町2-8-34
TEL／FAX：042-422-8719
お問い合わせはＨＰからどうぞ

13

NPO 法人ジストニア友の会

〒214-8525 神奈川県川崎市多摩区宿河原1-30-37
川崎市立多摩病院神経内科 堀内浩気付
ー

14

NPO 法人 JAPAN IBD

〒663-8137 兵庫県西宮市池開町3-10-1-2
TEL：050-3588-1755

41

15

NPO 法人 線維筋痛症友の会

〒233-0012 神奈川県横浜市港南区上永谷2-12-11-102
TEL：045-845-0597

16

NPO 法人日本アレルギー友の会

〒135-0002 東京都江東区住吉2-6-5 インテグレート村上ビル 3F
TEL：03-3634-0865(祝祭日を除く毎週火・土曜日11：00-16：00)
FAX：03-3636-0850

17

NPO 法人 PID つばさの会

〒106-8580 東京都港区南麻布 5-6-8

日本子ども家庭総合研究所 日本

小児感染症学会内
TEL／FAX：03-3444-1811
18

NPO 法人 PNH 倶楽部(発作性夜間ヘモグロビン尿症)

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町10-8 ウインド小伝馬町ビル 6 階
TEL：0120-511-197

19

MS TOMORROWS(多発性硬化症)

ー
TEL：0562-74-1144／FAX：0562-74-1145

20

OPLL クラブ(後縦靭帯骨化症患者ネットワーク)

〒176-0022 練馬区向山1-7-7-302
TEL／FAX：03-3999-0758 (但し午後５時まで)

21

家族性高コレステロール血症 アフェレーシス患者会

ー
お問い合わせはＨＰからどうぞ

22

褐色細胞腫を考える会

23

川崎病の子供をもつ親の会

ー
TEL：080-9030-8060
〒248-0035 神奈川県鎌倉市西鎌倉3-11-14 浅井 満 方
TEL：0467-55-5257／FAX：0467-55-5258

24

公益社団法人 日本オストミー協会

〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩1-1-1-901
TEL：03-5670-7681／FAX：03-5670-7682
お問い合わせはＨＰからどうぞ

25

公益社団法人 全国脊髄損傷者連合会

〒134-0085 東京都江戸川区南葛西5-13-6
TEL：03-5605-0871／FAX：03-5605-0872

26

公益社団法人 日本てんかん協会

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-43-11 福祉財団ビル 7 階
TEL：03-3202-5661／FAX：03-3202-7235

27

公益社団法人 日本リウマチ友の会

〒101-0047 東京都千代田区神田紺屋町6 番地 大矢ビル 2 階
TEL：03-3258-6565

28

後縦靱帯骨化症こころ会

〒839-1233 福岡県久留米市田主丸町田主丸 1186-4
TEL：080-4694-5013

29

口友会(口唇･口蓋裂友の会)

〒140-0001 東京都品川区北品川2-26-20-106
TEL：03-5479-8941／FAX：03-5479-8925

30

呼吸不全友の会(ホットの会)

〒811-1351 福岡県福岡市南区屋形原4-39-1
独立行政法人国立病院機構福岡病院リハビリ棟内
TEL/FAX：092-322-4374

31

骨形成不全友の会

(事務局)〒721-0945 広島県福山市引野町南1-29-2 (峠本方)
TEL：084-943-2725

32

骨髄異形成症候群(MDS)連絡会

ー
FAX：048-886-1802

33

混合型血管奇形の難病指定を求める会

〒505-0303 岐阜県加茂郡八百津町伊岐津志 2352 (佐藤顕方)
TEL：080-1550-4918

34

再生つばさの会 (再生不良性貧血及び関連する疾患の患者と家
族の会)

〒248-0027 神奈川県鎌倉市笛田4-1-18-106 関つたえ 方
TEL／FAX：0467-32-0886
お問い合わせはＨＰからどうぞ

42

35

サルコイドーシス下関

〒751-0872 山口県下関市秋根南町1 丁目3-1-1102
TEL：090-5551-9557／FAX：083-256-0070

36

CAPS 患者･家族の会(クリオピリン関連周期性発熱症候群)

ー
ー

37

CMT 友の会(シャルコー・マリー・トゥース病)

ー
お問い合わせはＨＰからどうぞ

38

CCFJ 特定非営利活動法人 日本炎症性腸疾患協会

〒162-8666 東京都新宿区河田町8-1
東京女子医科大学病院第二外科医局内
TEL：03-6273-0380／FAX：050-3730-5500

39

CCHS ファミリー会(先天性中枢性低換気症候群)

ー
TEL：03-6751-2106／メール

40

CTEPH 慢性血栓塞栓性肺高血圧症研究会(ソクセン会)

ー
お問い合わせはＨＰからどうぞ

41

JAAC「日本円形脱毛症コミュニケーション」

〒136-0057 東京都江東区新砂 3-3-20 順天堂大学医学部付属 順天堂東
京江東高齢者医療センター皮膚科外来内
お問い合わせはＨＰからどうぞ

42

J-FOP 患者家族会

ー
お問い合わせはＨＰからどうぞ

43

J-LAM の会(リンパ脈管筋腫症患者と支援者の会)

ー
TEL：070-5582-5633(夜間7：00 から 10：00)

44

社会福祉法人 復生あせび会

〒112-0011 東京都文京区千石4-33-5-309
TEL：03-3943-7008／FAX：03-3944-6460

45

人工呼吸をつけた子の親の会 (バクバクの会)

〒562-0013 大阪府箕面市坊島4-5-20 みのお市民活動センター
TEL／FAX：072-724-2007／メール

46

腎性尿崩症友の会

ー
ー

47

全国肝臓病患者連合会

〒182-0022 東京都調布市国領町2-5-15 あくろす 2F
市民活動支援センター メールボックス 36 番
ー

48

全国進行性核上性麻痺の患者・家族会(PSP のぞみの会)

49

全国パーキンソン病友の会福岡県支部

ー
TEL：03-4590-6262
〒811-3112 福岡県古賀市花見東7-9-11-1003
TEL：090-4999-3776

50

全国ポルフィリン代謝障害友の会｢さくら友の会｣

51

胆道閉鎖症の子供を守る会

〒115-0055 東京都北区赤羽西4-46-13
ー
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-25-10 バロンハイツ巣鴨603
TEL：03-3940-3150／FAX：03-3940-8525

52

痛風友の会

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-25 虎ノ門一丁目ビル
TEL／FAX：03-3593-0714

53

低身長児・者友の会(ポプラの会)

〒165-0032 東京都中野区鷺宮2-15-10 星川 方
TEL／FAX：03-3330-8612

54

低フォスファターゼ症の会

ー
ー

55

東京｢腎炎・ネフローゼ児｣を守る会

〒154-0012 東京都世田谷区駒沢2-21-8
TEL：03-3829-1724
お問い合わせはＨＰからどうぞ
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56

特定非営利活動法人 全国骨髄バンク推進連絡協議会

〒101-0031 東京都千代田区東神田1-3-4 KT ビル 3 階
TEL：03-5823-6360／FAX：03-5823-6365／お問い合わせはＨＰからどうぞ

57

特定非営利活動法人日本アトピー協会

〒541-0045 大阪市中央区道修町1-1-7 日精産業ビル 4 階
TEL：06-6204-0002

58

特定非営利活動法人日本オスラー病患者会

〒540-0037 大阪市中央区内平野1 丁目 2-6-304 号室

特徴は「繰り返す鼻血・肺動静脈瘻です」

TEL：090-3167-3927／FAX：050-3737-5059
お問い合わせはＨＰからどうぞ

59

特定非営利活動法人日本呼吸器障害者情報センター

60

日本エーラスダンロス症候群協会(友の会)

〒113-0021 東京都文京区本駒込2-28-1 B1211
TEL：03-5981-1181
ー
お問い合わせはＨＰからどうぞ

61

日本乾癬患者連合会

ー
お問い合わせはＨＰからどうぞ

62

日本ゴーシェ病の会

ー
お問い合わせはＨＰからどうぞ

63

日本シェーグレン症候群患者の会 特定非営利活動法人シェーグ
レンの会

(事務局)日本大学板橋病院 血液膠原病内科
〒173-8610 東京都板橋区大谷口上町30-1
TEL：070-5082-7185

64

日本スティッフパーソン症候群患者会（JSPS）

65

日本二分脊椎症協会

お問い合わせはＨＰからどうぞ
〒173-0037 東京都板橋区小茂根1-1-10
心身障害児総合医療療育センター 多目的棟1 階 SB 情報ネットワーク室
TEL／FAX：03-5917-2234

66

日本肺胞蛋白症患者会

〒254-0051 神奈川県平塚市豊原町30-13
TEL：080-1247-1766／FAX：0463-32-4707

67

日本ハンチントン病ネットワーク

〒108-8639 東京大学医科学研究所公共政策研究分野内 JHDN 事務局宛
TEL：090-6373-5480／FAX：03-6409-2080

68

日本ムコ多糖症患者家族の会

〒564-0012 大阪府吹田市南正雀2-37-3
FAX：06-6317-2089

69

認定NPO 法人 難病のこども支援全国ネットワーク

70

ハーモニーライフ(家族性大腸腺腫症患者、家族、および協賛者の

〒113-0033 東京都文京区本郷1-15-4 文京尚学ビル 6 階
TEL：03-5840-5972／FAX：03-5840-5974

会)

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 1-8-12
佐々木研究所附属杏雲堂病院(岩間毅夫)
TEL：03-3292-2051／FAX：03-3292-3376

71

ハーモニー・ライン(家族性大腸ポリポーシス患者と家族の会)

〒595-0003 大阪府泉大津市尾井千原町 3-2-304
TEL：0725-32-5135／FAX：0725-32-5135

72

POEMS 症候群サポートグループ

〒286-0221 千葉県富里市七栄646-774
TEL／FAX：0476-77-7919

73

表皮水疱症友の会 DebRA Japan

〒001-0038 札幌市北区北 38 条西 5-1-40-803
TEL／FAX 011-726-5170

74

FabryNEXT (ファブリー病)

〒453-0041 名古屋市中村区本陣通5-6-1 地域資源長屋なかむら 101
NPO 法人 愛知県難病団体連合会内
お問い合わせはＨＰからどうぞ

75

VHL(フォン･ヒッペル・リンドウ病)患者の会「ほっと Chain」

〒783-8505 高知県南国市岡豊町小蓮
高知大学医学部 泌尿器科学教室内
TEL：088-880-2402／FAX：088-880-2404

44

76

ポンペ病の会

お問い合わせはＨＰからどうぞ

77

「道しるべの会」 FAP(アミロイドーシスポリニューロパチ－)患者・
家族の会

78

お問い合わせはＨＰからどうぞ

森永ひ素ミルク中毒の被害者を守る会

〒530-0022 大阪府大阪市北区浪花町13-38
千代田ビル北館2F
TEL：06-6371-5304

79

モワット・ウィルソン症候群家族会

問い合わせはＨＰからどうぞ

（「難病情報センター」ホームページより引用 平成 28 年 2 月現在）

③記載以外の患者会について
✤福岡県難病相談・支援センターにお問い合わせください。
・電 話： （代表） 092－643－1390
（難病・小慢の相談） 092-643-8292
(神経難病の療養相談) 092－643－1379
・相談室： 九大病院 北棟 2 階 （〒812－8582 福岡市東区馬出 3－1－1）
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＜発行元＞
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
福岡県難病相談・支援センター
（福岡県難病医療連絡協議会）
〒812-8582 福岡市東区馬出 3－1－1
九大病院北棟 2 階
TEL : 092-643-1390(代表）
FAX : 092-643-1389
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

複写（コピー）可
このパンフレットは、福岡で活動する患者会、日本難病・疾病団体協議会、
難病情報センターの許可を得て情報提供しております。

