
患者会名
資料名

　(※会報に網掛しています) 連絡先 ホームページ

アルコホーリクス・アノニマス
出版物カタログ （パンフレット）

AAメンバーシップサーベイ2016　（パンフレット）

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 （パンフレット）

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

書籍「胃を切った人の体験記」

書籍「胃を切った人の体験記　第2巻」

書籍「胃を切った人の後遺症」

書籍「最新　胃を切った人の後遺症」

書籍「胃を切った人の後遺症の克服」

書籍「胃を切った人の長寿学」

『ＡＬＰＨＡ　ＣＬＵＢ』

川崎病の子供をもつ親の会 川崎病って？　（パンフレット）

〒248-0035　神奈川県鎌
倉市西鎌倉3-11-14　川
崎病の子供をもつ親の会
事務局

http://www.kawasa
ki-disease.gr.jp/

リンパ腫年報

リンパ腫と言われたら

低悪性度リンパ腫読本

グループネクサスとは(ちらし）

『ネクサス通信』

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
ガンの患者学研究所　広島支
部

すべては、あなたが治るため
http://www.naotta.
net/

広島がんサポート（入会の案内）

がん患者さん向け番組のご案内（ちらし）

ＮＰＯ法人　希望の会（ちらし）

もしかしたらスキルス胃がん（冊子） TEL 070-5019-1234

あけぼの会のごあんない

乳がんディクショナリー第６版

書籍「愛と勇気の玉手箱」

書籍「ワットさんのＡＬＳ物語」

乳がん患者友の会きらら （ちらし）

乳がん患者友の会きらら （パンフレット）

あけぼの会

アルファ・クラブ（胃を切っ
た人友の会）

http://www.akebon
o-net.org/

〒730-0051　広島市中区
大手町三丁目６番１３号
ダイアパレス大手町６０３
号
ＡＡ中四国セントラルオフィ
ス
TEL 082-246-8608
FAX 082-249-1081

http://ww1.enjoy.n
e.jp/~csco/

特定非営利活動法人
乳がん患者友の会きらら

特定非営利活動法人
広島がんサポート

がんサポートコミュニティー
(旧ジャパン・ウエルネス)

〒234-0052　神奈川県横
浜市港南区笹下2-1-12
小西屋事務所

〒170-8630　豊島区東池
袋3-1-3　ワールドイン
ポートマートビル８階　株
式会社協和企画内アル
ファ・クラブ
TEL&FAX 03-5955-7665

http://group-
nexus.jp/nexus/

〒105-0001　東京都港区
虎ノ門3丁目10-4 虎ノ門
ガーデン214号室
TEL 03-6809-1825

〒812-0044　福岡市博多
区千代5-1-4-620 
TEL&FAX 092-651-1751

特定非営利活動法人
スキルス胃がん患者会
希望の会

　　　　　　　　

病　名

胃疾患

川崎病

http://www.csc-
japan.org/

〒730-0015　広島市中区
橋本町3番19号　第一旭ビ
ル301号
TEL 082-962-8382

http://www.hiroshi
ma-cs.jp/

http://alpha-
club.jp/

悪性リンパ腫
一般社団法人
グループ・ネクサス・ジャパ
ン

がん
（スキルス
胃がん）

アルコール依存症

https://npokibouno
kai.org/

（連絡先が空白の団体については、中央図書館にお問い合わせください）

ＡＡ

が
　
　
ん

がん
（乳がん）

がん

〒730-0015　広島市中区
橋本町3番19号　第一旭ビ
ル301号
TEL 082-962-8382
FAX 082-228-6680

http://www.ac.auon
e-net.jp/~hcancer/

広島市立中央図書館闘病記コーナー
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患者会名
資料名

　(※会報に網掛しています) 連絡先 ホームページ

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　（ちらし）

のぞみの会 案内　 (ちらし)

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)

広島肝友会　 『かんゆう』

備後肝友会（入会の案内）

『備肝』

日本ＡＬＳ協会入会のご案内  （パンフレット）

日本ＡＬＳ協会の暦フォトブック （冊子）

『ＪＡＬＳＡ』

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
（パンフレット）

全国膠原フォーラムブック

ＳＳＫ膠原　膠原病手帳　

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

 
http://hirokouyuu.s
akura.ne.jp/

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』

大人の失語症と子どもの失語症

失語症生活便利手帳

失語症の理解のために

2011年　　失語症の理解のために　(記録集)

日本失語症協会発行の本と映像DVD（チラシ）

易しい失語症の本　第2版　

ご家族が「失語症」になったら手に取る本

ＪＡＰＣニュース

のぞみの会

一般社団法人
日本ＡＬＳ協会

筋萎縮性側索硬
化症

特定非営利活動法人
日本失語症協議会

口友会（口唇・口蓋裂友の
会）

失語症

骨髄移植

備後肝友会

http://www.kougen.
org/

http://www.jmdp.or.
jp/

http://alsjapan.org/

http://www.koyukai
.org/index.html

http://www.hiroshi
mast.justhpbs.jp/

〒102-0071　東京都千代
田区富士見2-4-9千代田
富士見スカイマンション
203
TEL 03-3288-０７２１
FAX 03-3288-0722

〒101-0054　東京都千代
田区神田錦町3-19　廣瀬
第２ビル７階

　

http://japc.info/ind
ex.html

〒167-0051　東京都杉並
区荻窪5-14-5ワコーレ荻
窪405号
TEL 03-5335-9756
FAX 03-5335-9757

http://ww5.enjoy.n
e.jp/~nozominokai/

〒102-0073　東京都千代
田区九段北1-15-15　瑞
鳥ビル１Ｆ
TEL 03-3234-9155
FAX 03-3234-9156

〒722-0022　尾道市栗原
町 5901-1　浜中皮ふ科ク
リニック内
TEL 0848-24-2413
FAX 0848-24-2423

肝臓病

一般社団法人
全国膠原病友の会

（公財）日本骨髄バンク

膠原病

口唇口蓋裂

一般社団法人
広島県言語聴覚士会

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

〒731-5143　広島市佐伯
区三宅6番265号西広島リ
ハビリテーション病院リハ
ビリ部広島県言語聴覚士
会事務局
TEL082-921-3230
FAX 082-921-3237

病　名

がん
（乳がん）

が
　
ん
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患者会名
資料名

　(※会報に網掛しています) 連絡先 ホームページ

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

広島県言語友の会　第２４回広島大会記録集　友の会便り

広島県言語友の会　平成30年度　友の会だより

三原失語症友の会「こだま」
〒723-0062　広島県三原
市本町3-14-16

広島市失語症友の会「もみ
じ」

『もみじ通信』

〒731-5143　広島市佐伯
区三宅六丁目265西広島
リハビリテーション病院
言語室
TEL082-921-3230
FAX 082-921-3237

「重症筋無力症」ってどんな病気？　　(冊子)

筋無力症ハンドブック

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

書籍「電動車イスひとり旅」

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）

日本心臓ペースメーカー友の会入会のし
おり

『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』

重症筋無力症

一般社団法人
全国筋無力症友の会

病　名

失語症

http://hirojin.net/

　
広島県言語友の会

〒602-8143　京都市上京
区堀川通丸太町下ル京都
社会福祉会館4階　NPO
法人京都難病連内
TEL 075－822－2691
FAX 075－255－3071

http://www.heart-m

〒156-0052　東京都世田
谷区経堂2-15-3経堂ハイ
ツ１０２号室
TEL&FAX　03-3420-1200

http://pm-tomonoka
日本心臓ペースメーカー友
の会

http://www.mgjp.or
g/

http://www.heart-
mamoru.jp/-
category-49/

全国筋無力症友の会 　広
島支部

一般社団法人
全国腎臓病協議会（全腎
協）

http://www.zjk.or.jp
/

〒113-0021　東京都文京
区本駒込2-29-24 パシ
フィックスクエア千石802
TEL　03-5395-2631
FAX　03-5395-2831

特定非営利活動法人
広島県腎友会

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

腎不全

心臓病

〒730-0053　広島市中区
東千田町一丁目２－１３
粕谷ﾋﾞﾙ１階
TEL 082-545-9741
FAX 082-545-9742
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患者会名
資料名

　(※会報に網掛しています) 連絡先 ホームページ

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）

『ファミリ－』　

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 第2版　(冊子)

保湿剤の塗り方　(冊子)

アトピー性皮膚炎のおはなし(冊子)

&magazine vol.1　(冊子)

おしえて先生！子どものぜん息ハンドブック　(冊子)

ぜん息悪化防止のための
小児アトピー性皮膚炎ハンドブック（冊子）

成人ぜん息ハンドブック（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』

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』
（https://www.erca.go.jp/yobou/pamphlet/for
m/index.htmlで、ぜん息やCOPDに関するパ
ンフレットが見られる）

〒212-8554　神奈川県川
崎市幸区大宮町1310番
（独）環境再生保全機構
予防事業部事業課
TEL 044-520-9568

https://www.erca.g
o.jp/

こんにちはえんぜるふぃっしゅです！（パンフレット）

えんぜるふぃっしゅ活動のご案内（パンフレット）

ソーシャルスキップ支援事業（パンフレット）

『えんぜるふぃっしゅニュース』

http://www.sma-
kazoku.net/

〒135-0002　東京都江東
区住吉2-6-5　インテグ
レート村上ビル301
TEL 03-3634-0865
FAX 03-3634-0850

http://www.alle
rgy.gr.jp/

http://angelfish-
hiroshima.org/15/

〒731-5128　広島市佐伯
区五日市中央七丁目11番
7号（NPO明星内)

喘息・ＣＯＰＤ（慢
性閉塞性肺疾
患）

ぜんそく・
アトピー性皮膚

炎

脊髄性筋委縮症 ＳＭA (脊髄性筋委縮症)
家族の会

脊髄小脳変性
症・

多系統萎縮症

ダウン症
日本ダウン症協会広島支
部
えんぜるふぃっしゅ

認定ＮＰＯ法人
日本アレルギー友の会

〒170-0004　東京都豊島
区北大塚2-7-2
TEL 03-3949-4036
FAX 03-3949-4112

病　名

〒561-0882　大阪府豊中
市南桜塚１－１－８豊中桜
塚郵便局留「SMA家族の
会事務局」

http://scdmsa.toky
o/

特定非営利活動法人
全国脊髄小脳変性症（ＳＣ
Ｄ）・多系統萎縮症（ＭＳＡ）
友の会
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患者会名
資料名

　(※会報に網掛しています) 連絡先 ホームページ

全国多発性硬化症友の会　入会のご案内

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)

この手のなかの夢　未来　2011▶2012　　(冊子)

『ＭＳニュース』

日本骨髄腫患者の会 『がんばりまっしょい』
〒184-0011　東京都小金
井市東町4-37-11

http://www.myelom
a.gr.jp/

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』

広島市中途失聴・難聴者協
会

『ＨＴＫ　難聴通信』

〒732-0052　広島市東区光
町二丁目１番５号　広島市心
身障害者福祉センター４階
TEL&FAX　082-263-4698

http://www.nissinre
n.or.jp/center-
hp/57hiroshima-
c/center/nakyoann
ai.htm

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)

〒730-0051　広島市中区
大手町五丁目16番18号
TEL&FAX　082-242-6540

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

世界希少・難病性疾患の日ｉｎ広島

難病フェスタｉｎ広島

『ひろなんれん』（広難連　機関紙）

http://www.h2.dion.
ne.jp/~msfriend/

難病

糖尿病
公益社団法人日本糖尿病
協会

病　名

〒175-0083　東京都板橋
区徳丸5-11-5（事務局）
TEL&FAX　０４４－８５４－
６４７０

広島難病団体連絡協議会

てんかん

公益社団法人
日本てんかん協会（波の
会）

〒734-0007　広島市南区
皆実町一丁目6番29号 広
島県健康福祉センター３
階
TEL　082-236-1981
FAX  082-236-1986

http://www.hironan
ren.info/

〒102-0083　東京都千代
田区麹町2-2-4　麹町セン
トラルビル8F
TEL 03-3514-1721
FAX 03-3514-1725

http://www.nittoky
o.or.jp/

〒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

http://tando.lolipop.
jp/

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

http://www.jea-
net.jp/

多発性骨髄腫

胆道閉鎖症
胆道閉鎖症の子どもを守る
会

中途失聴・難聴

多発性硬化症 全国多発性硬化症友の会
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患者会名
資料名

　(※会報に網掛しています) 連絡先 ホームページ

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

認知症つながる心が笑顔を呼ぶ

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』

公益社団法人　認知症の人と家
族の会 広島県支部
広島市中区家族の会

『にじ』

日本脳卒中協会　の案内　

なぜ、今「脳卒中・循環器病対策基本法」が必
要か（パンフレット）

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）

脳卒中になっても｢笑顔」でいきいきと（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

希望の轍（脳卒中広島友の会10周年記
念誌）

ぴあﾁｱｰｽﾞpeer cheers脳卒中広島友の
会ご入会のご案内

パーキンソン病友の会入会のご案内

「歌をうたって春にいる」（CD)

「パーキンソン病」とともに

パーキンソン病とともに楽しく生きる

全国パーキンソン病友の会　会報

全国パーキンソン病友の会会報　広島県
支部　『ふれあい』

ベーチェット病友の会入会のしおり

ベーチェットなんかに負けへんで　パートⅡ

こんな時どないしよう！
発病まもないベーチェット病患者へのアド
バイス

会報　『ＯＴＫとも』（大阪府支部）

会報　『わだちニュース』

http://behcets.web.
fc2.com/

　

〒734-0007　広島市南区
皆実町一丁目6番29号 広
島県健康福祉センター２
階
ＴＥＬ 082-254-2740
ＦＡＸ 082-256-5009

http://www.juvenile
-alzheimer.jp/

認知症

認知症

脳卒中広島友の会
peer cheers　（ぴあﾁｱｰｽﾞ）

〒734-8530　広島市南区
宇品神田一丁目5番54号
県立広島病院看護部　脳
卒中広島友の会「ぴあﾁ
ｱｰｽﾞ」事務局
TEL 082-254-1818
FAX 082-253-8274

http://www.hph.pre
f.hiroshima.jp/event
/peercheers/index.
htm

公益社団法人
認知症の人と家族の会

広島県支部

〒739-0424　廿日市市前
空6-5-2
TEL＆ＦＡＸ 0829-54-6966

https://hiroshimap
dtomonokai.jimdo.c
om/

ベーチェット病 ベーチェット病友の会

病　名

パーキンソン病
一般社団法人全国パーキ
ンソン病友の会
広島県支部

脳卒中

公益社団法人
日本脳卒中協会

〒545-0052　大阪市阿倍
野区阿倍野筋1-3-15共同
ビル４階
TEL 06-6629-7378
FAX 06-6629-7377

http://www.jsa-
web.org/
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患者会名
資料名

　(※会報に網掛しています) 連絡先 ホームページ

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）

第１３回定期総会資料

第１４回定期総会資料

ミオパチー（筋疾患）に会オリーブ１０年の歩
み

「まねきねこ」ｖｏｌ.33

『オリーブ便り』

網膜色素変性症協会ご案内  （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！

私も今日からもうまくサポーター！（リーフレッ
ト）

広島県網膜色素変性症協
会広島（ＪＲＰＳ広島）

『あぁるぴい広島』
〒731-5132　広島市佐伯
区吉見園21番11-1401号
ＪＲＰＳ広島

http://www.jrps.org
/hiroshima/local/

リウマチとうまく付き合うQ＆A　

（社）日本リウマチ友の会　（ちらし）

リウマチ手帖

（社）日本リウマチ友の会　（ちらし）

機関誌『流』

広島市版がん行動マップ

行動マップ（認知症・がん）※閲覧のみ

広島県保険医協会 『保険医新聞』

〒732-0825　広島市南区
金屋町2番15号　KDX広島
ビル4F
TEL 082-262-5424
FAX 082-262-5427

http://www.hiroshi
ma-hokeni.net/

高齢社会をよくする女性の
会・広島

〒730-0051　広島市中区
大手町二丁目5番11号-
204
TEL&FAX 082-245-1250

http://www.geociti
es.jp/wabashiroshi

ma/

その他

http://jrps.org/

〒140-0013　東京都品川
区南大井2-7-9　アミュー
ズＫビル４階
TEL&FAX　03-5753-5156

公益社団法人
日本網膜色素変性症協会

網膜色素変性症

リウマチ
公益社団法人　日本リウマ
チ友の会

〒101-0035　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

http://www.nrat.or.j
p/

〒169-0075　東京都新宿
区高田馬場1-33-13 千年
ビル607号室
TEL 03-5272-0745
FAX 03-5272-2848

http://npo-
nozomikai.jp/

http://www.npo-
nozomikai.jp/hiroshi
ma/

ミオパチー疾患
（骨格筋に関する
多岐に渡る疾患）

ミオパチー（筋疾患）の会
オリーブ

〒734-0007　広島市南区
皆実町一丁目6番29号 広
島県健康福祉センター
広島難病団体連絡協議会
TEL 090-7501‐3081

http://www.mio-
olive.net/

病　名

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
http://www5b.biglo
be.ne.jp/~polio/

のぞみ会（変形性股関節症
の会）
広島支部

変形性股関節症

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
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