
病名 患者会名 　　　　資料名　　(※会報に黄色マーカーしています)

アルコホーリクス・アノニマス出版物カタログ（冊子）

お酒をやめたい！！　　（ちらし）

あなたのお酒問題ありませんか？　　（ちらし）

ＡＡ中四国セントラルオフィス（案内パンフ）

ＡＡ中四国地域ミーティング会場案内

アルファ・クラブ（胃を切った人友の会）入会案内

会報『ＡＬＰＨＡ　ＣＬＵＢ』

川崎病 川崎病の子供をもつ親の会 川崎病って？　（パンフレット）

がんとともに生きるすべての人のために

『がんサポ通信』

ＮＰＯ法人　ガンの患者学研究会　広島支部 すべては、あなたが治るため

広島がんサポート（入会の案内）

がん患者フレンドコール（ちらし）

がん患者会　びわの葉の会（入会のしおり）

『びわの葉の会だより』　

ＮＰＯ法人　希望の会（案内ちらし）

もしかしたらスキルス胃がん（冊子）

あけぼの会 あけぼの会のごあんない

乳がんＱ＆Ａ　（冊子)

骨転移を上手にコントロールするために

変えよう日本のがん医療　（チラシ）

のぞみの会 案内　 (1枚ものチラシ)

悩んでいるのは、あなただけではありません　(冊子)

乳がん発見のための３ＳＴＥＰ　(冊子)

乳がんからあなた自身を守るために　(冊子)

特定非営利活動法人　乳がん患者友の会きらら 乳がん患者友の会きらら（案内ちらし）

広島肝友会　 会報『かんゆう』

備後肝友会（入会の案内）

会報『備肝』

日本ＡＬＳ協会入会のご案内  （パンフレット）

『ＪＡＬＳＡ』

クローン病と診断された人へ

潰瘍性大腸炎・クローン病の食事について

膠原病患者にご理解とご協力を

一般社団法人全国膠原病友の会のご案内（パンフ）

全国膠原フォーラムブック

ＳＳＫ膠原　膠原病手帳Ｈ26年度版　

膠原病ハンドブック（冊子）館内閲覧のみ

膠原病ハンドブック（冊子）第３版　館内閲覧のみ

膠原病治療今後の展開～（冊子）館内閲覧のみ

『ＳＳＫＯ　膠原』

膠原病友の会  広島県支部　こうゆう 全国膠原病友の会広島県支部２５周年記念誌　こうゆう

口友会へようこそ（パンフレット）

「口友会」からあなたへ（冊子）

Ｇｉｆｔ　ｏｆ　Ｌｉｆｅ　（パンフレット）

『日本骨髄バンクＮＥＷＳ』

がん
（乳がん）

がん
（スキルス胃がん）

特定非営利活動法人
スキルス胃がん患者会　希望の会

団体・資料　一覧　　（59団体）　　　　　　　　　

アルコール依存症

胃疾患

特定非営利活動法人　広島がんサポート

（公財）日本骨髄バンク
骨髄移植

一般社団法人
全国膠原病友の会

広島Ｃ．Ｄ．Ｆの会（元広島クローン病友の
会）

ＡＡ中四国セントラルオフィス　　

アルファ・クラブ（胃を切った人友の会）

日本ＡＬＳ協会

のぞみの会

口唇口蓋裂

がんサポートコミュニティー
(旧ジャパン・ウエルネス)

口友会（口唇・口蓋裂友の会）

備後肝友会

びわの葉の会 （がん患者会）

がん

肝臓病

筋萎縮性側索硬化症

膠原病

クローン病・潰痬性大腸炎
などの炎症性腸疾患

平成２８年７月現在

1



失語症の理解のために　(冊子)

易しい失語症の本　第2版　（冊子）

2011年　　失語症の理解のために　(記録集)

『ＪＡＰＣニュース』

広島県言語聴覚士会

広島県言語友の会　友の会だより　(冊子)

広島県言語友の会　第１８回三原大会記録集　友の会便り

広島県言語友の会　第1９回安浦大会記録集　友の会便り

広島県言語友の会　第２０回広島大会記録集　友の会便り

広島県言語友の会　第２１回因島大会記録集　友の会便り

広島県言語友の会　第２２回みつぎ大会記録集　友の会便り

広島県言語友の会　第２３回三原大会記録集　友の会便り

三原失語症友の会「こだま」

広島市失語症友の会「もみじ」　　　 『もみじ通信』

若年性認知症 朱雀の会 (若年性認知症家族会) 朱雀の会 (パンフレット）　

「重症筋無力症」ってどんな病気？　　(冊子)

重症筋無力症のしおり　　(パンフレット)

重症筋無力症という病気をもっとよく理解するために(冊子)

あなたはひとりぼっちじゃない

『電動車イスひとり旅』（書籍）

全国筋無力症友の会　全国ニュース『希望』

『ＨＩＲＯ　全国ＭＧ友の会　広島支部ニュース』

心臓病友の会へのお誘い (パンフレット）

入会のしおり (パンフレット）

『心臓をまもる』

ひろしま『心臓をまもる』

日本心臓ペースメーカー友の会入会のしおり

会報『かていてる』

日本心臓ペースメーカー友の会　広島県支部  

求めている人がいる贈りたい人がいるつながれ命

腎臓病の患者会（腎友会）の歴史と活動　

入会のご案内（一人の入会が大きな力になる）

透析をはじめる人のためのガイドブック〔第１２版〕

あなたのための透析を　（腎臓病患者会のご案内）

透析患者が働くために知ってほしいこと

腎臓病患者さんの体と生活

『ぜんじんきょう』　

入会のご案内（広島県腎友会）

仲間がいる。笑顔がある。　入会のご案内

マンガで大公開！ここが知りたい腎友会

『あゆみ』

スモン病 広島スモンの会 絵本『つばき仙人ありがとう』ノーモア・スモン

会報『全国脊髄小脳変性症（ＳＣＤ）・多系統萎縮症（ＭＳＡ）友の会ニュース』

『全国脊髄小脳変性症・多系統萎縮症友の会ニュース』（パンフレット）

ＳＭＡ家族の会・入会のご案内　(案内パンフ) 

ＳＭＡ（脊髄性筋萎縮症）家族の会とは

ＳＭＡ（脊髄性筋萎縮症）ってなに？（冊子）

成人部(希望(のぞみ)会)newsletter『Dream Catcher』　

会報『ファミリ－』　

脊髄性筋委縮症

ＮＰＯ全国ＳＣＤ・ＭＳＡ友の会

特定非営利活動法人　日本失語症協議会

腎不全

日本心臓ペースメーカー友の会

心臓病

一般社団法人
全国腎臓病協議会（全腎協）

特定非営利活動法人　広島県腎友会

ＳＭA (脊髄性筋委縮症)  家族の会

全国心臓病の子どもを守る会
広島県支部

心臓ペースメーカー

全国筋無力症友の会

重症筋無力症

脊髄小脳変性症・多系
統萎縮症

失語症
広島県言語友の会

全国筋無力症友の会 　広島支部

2



書籍『医師と患者、ふたつの視点で考える　アトピー性皮膚炎』

よくわかる食物アレルギーの基礎知識　2012年改訂版

的確な花粉症の治療のために

アレルギーを越えて。あなたらしい生き方を。（パンフレット）

喘息コントロールテスト　（パンフレット）

ぜんそくのない生活へ　(冊子)

プロトピック軟膏Ｑ＆Ａ　(冊子)

アトピー性皮膚炎のおはなし(冊子)

喘息のおはなし　(冊子)

花粉症なんかこわくない

よくわかるアトピー性皮膚炎　日記

ｾﾙﾌﾅﾋﾞ（食物アレルギー）（ぜんそく３冊）（アトピー性皮膚炎）

認定ＮＰＯ法人日本アレルギー友の会（案内）

『あおぞら』

『Ａｌｌｅｒｇｙ　Ｔｏｄａｙ』

喘息・ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患） 独立行政法人　環境再生保全機構 『すこやかライフ　喘息＆喘息・ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）のための生活情報誌』

みんなに伝えたいメッセージ　　(冊子)

ＭＳとともに生きる　　(冊子)

ＳＳＫきずな　多発性硬化症の手引き　　(冊子)

私の未来、私にできること　　(冊子)

『ＭＳニュース』

多発性骨髄腫 日本骨髄腫患者の会 『がんばりまっしょい』

胆道閉鎖症の子どもを守る会（案内）

『胆道閉鎖症の子どもを守る会　ｂａニュース』

中途失聴・難聴 広島市中途失聴・難聴者協会 会報『ＨＴＫ　難聴通信』

安心おふろ

教師のためのてんかんQ＆A

はじめてのてんかんテキスト

てんかんの手術　(冊子）

支援があれば働ける

日本てんかん協会（波の会）ご案内　（パンフレット）

ひとりで悩んでいませんか。　（パンフレット）

てんかんのＱＯＬ　(冊子)

日本てんかん協会ご案内　（パンフレット）

てんかんとともに働き暮らすために

月刊　『波（ｎａｍｉ）』

日本てんかん協会広島県支部 『ゆい　ひろしま 』 （日本てんかん協会広島県支部)　

どなたでも入会できます！（ちらし）　

「友の会」入会のご案内　（パンフレット）

糖尿病の治療を放置した働き盛りの今

日本糖尿病協会のご案内　（パンフレット）

月刊糖尿病ライフ『さかえ』

広灘連のしおり

広灘連のご案内

第21回市民と交流のつどい　難病法が施行されて

胆道閉鎖症の子どもを守る会

認定ＮＰＯ法人日本アレルギー友の会

全国多発性硬化症友の会

公益社団法人
日本てんかん協会（波の会）

広島難病団体連絡協議会難病

てんかん

糖尿病

多発性硬化症

胆道閉鎖症

ぜんそく・アトピー性皮
膚炎

公益社団法人日本糖尿病協会
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認知症ひとりで悩まず地域でともに（パンフレット）

認知症　見守る地域につながる絆

認知症？「家族の会」を知っていますか

認知症の人と家族への応援団　（ちらし）

もしかしたら認知症? (冊子)

もの忘れかな？？と思ったら… (冊子)

知っていますか？認知症のこと、そして…家族の会のこと

忘れても心は生きてる認知症　　2013年度版

認知症あなたがつなぐ　支援の輪

『ぽ～れぽ～れ』

『ぽ～れぽ～れ　広島県支部版』

『にじ』（広島県支部　広島市中区家族の会）

日本脳卒中協会　の案内　

脳卒中　あなたの脳に棲む蜘蛛虫　（冊子）

知れば防げる脳卒中　（冊子）

脳卒中後の私の人生　入選作品集

防ごう！脳梗塞（冊子）

『ＪＳＡ　Ｎｅｗｓ』

新たな人生への足跡　脳卒中体験記

脳卒中の道しるべ

ぴあﾁｱｰｽﾞpeer cheers脳卒中広島友の会ご入会のご案内

会報『ぴあチアーズ』

ベーチェット病友の会入会のしおり

会報　『わだちニュース』

ＮＰＯ法人　のぞみ会（入会の案内）

ＮＰＯ法人　のぞみ会のちらし

『ＳＳＫＯ　のぞみ』　　（本部会報） 

『のぞみひろしま』　　（広島支部会報）

ポリオの会の案内　　(ちらし)　

会報『ポリオの会ニュース』

ミオパチー（筋疾患）の会オリーブ　ご案内（案内パンフレット）

『まねきねこ』

『オリーブ便り』

網膜色素変性症協会のご案内   （小パンフ）

網膜色素変性症協会ご案内  （大パンフ）

網膜色素変性症ってなに？（小パンフ）

網膜色素変性症ってなに？（冊子）

Ｗe　ｃａｎ！治療法の確立とＱＯＬ向上をめざして！（パンフ）

ＪＲＰＳ広島（広島県支部） 『あぁるぴい広島』

リウマチとうまく付き合うQ＆A　

流No．255ふろく「入会のごあんない」　（パンフレット）

（社）日本リウマチ友の会　（ちらし）

機関誌『流』（年間５冊）＊全ページの複写不可

特定非営利活動法人
のぞみ会（変形性股関節症の会）事務局

ミオパチー（筋疾患）の会   オリーブ

公益社団法人
認知症の人と家族の会
広島県支部

公益社団法人　日本リウマチ友の会

一般社団法人　日本網膜色素変性症協
会網膜色素変性症

認知症

リウマチ

変形性股関節症

ミオパチー疾患（骨格筋
に関する多岐に渡る疾
患）

脳卒中

ベーチェット病

ポリオ・ＰＰＳ    （ポリオ後症候
群、ポストポリオ症候群）

ポリオの会

公益社団法人
日本脳卒中協会

脳卒中広島友の会
peer cheers　（ぴあﾁｱｰｽﾞ）

のぞみ会（変形性股関節症の会　広島支部

ベーチェット病友の会
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マンガでわかる医学「苦しい時はいつでも緩和ケア」

マンガでわかる医学「痛みは上手に正しく伝えよう」

マンガでわかる医学「悪性リンパ腫に勝つにははじめが大切」

マンガでわかる医学「骨髄腫はしぶといけどうまくつきあおう」

マンガでわかる医学「健康食品は、医者に隠さずほどほどに」

マンガでわかる医学「がんワクチンはがんに勝てるか？まだ研究中」

マンガでわかる医学「インチキもあるよ。がん免疫療法はいろいろ」

マンガでわかる医学「『エビデンス』ってなんですか？」

高齢化社会をよくする女性の会・広島 広島市版がん行動マップ

広島県保険医協会 『広島保険医新聞』
その他

ライフボート医学知識
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