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北 海道難病連団体一覧

団体名

(備人参加重病患者の金)あすなろ會

小鳩会北海道支郎

(人工肛門･膀胱の会)互療会北海道センター

再生不良性貧血息者と家叢の会

全国筋無力症友の会北海道支部

全国●鳳病友の会北海道支部

全国心臓郷の子供を守る会北海道連合会

全皿パーキンソン痢友の会北海道支部

全国二分脊椎症児(書)守る会北海道支部

全国血友病友の会道友會

大腿露頭筋短縮症の于供を守る会北海道支都

胆道閉鎖捉の子供を守る会北海道支部

日本てんかん協会(波の会)北海道支部

日本リウマチ友の金北海道支部

北海道ウイルス肝炎友の金|

北海道筋ジストロフィー協会

1北海遭後縦靫帯骨化症友の金

北海道腎臓桐息者連絡協議会1

北海道スモンの会

北海道脊筧小麟変性症友の会

北海道側●症児を守る金

北海道ベーチェット痢友の會

北海道バージャー病友の會

未熟児網膜症から芋供を守る會北海遭支部

|北海道バージャー病友の會

lj一-|■皿㎜』6･-・－fS--&一一よ･･●㎞二二-一ﾐｰJkﾐ

札
旭
面
帯
麟
宣
南
根
阿
厚
様
奥
早
美
岩

支部名

幌
川
雌
広
路
舞

支
支
支
支
支
支

栓山支

寞支

章支

岸・浜中支

茶・弟子屈支

根宣支

来文

瑛文郎単書

見沢支部雛働

北見支都準働

郁
郁
部
郁
郁
郡
部
都
郁
都
郁
郎
部
会
會
会

支部長一

伊藤たてお

滝田清市

近江忠

江口美生男

上田弘

宮森初太郎

中川貴美子

鈴木鈴雄

炭野信好

竺
一
一
竺
■

文雄

代表者

白鳥藤夫

牧野栄子

矢萩輝満

三好陸志

鎌田毅

小寺千明

小田隆

田中勇

竹内英夫

野村亘

小路ロー彦

高崎慶一

渡辺勝

梅田政子

佐藤春男

川口道雄

赤塚収

岩崎薫

斎藤政興

森下正規

上野武

西村侃

清野渡

田中義之

事務局

札幌市中央区嘲４条西10丁目難病センター内

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市中央区南４条西10丁目難病センター内

札幌市中央区南４条西10丁目難病センター内

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市中央区南４条西10丁目難病センター内

札幌市中央区南４条西10丁目難病センター内

江別市

札幌市

小樽市

札幌市

札幌市

tL幌市中央区南４条西10丁目難病センター内

礼蝿市

札幌市

札幌市中央区南４条西10丁目難病センター内

岩見沢市

札幌市中央区南４条西10丁目難病センター内

札幌市中央区甫４条西10丁目難病センター内

札幌市

〈地域支部組織一覧〉

事務局長

武藤美穂

穀内さかえ

清水信房

佐藤昇

沢野敏子

木村猛雄

田宮

中鳥

滋子

幸子

成田庄次

船山

１本

章

雅江

事務

札幌市中央区南４条西10丁目

旭111市

函館市堀川町

河東郡音更町

釧路市春抑

局
一
難病センター内

室蘭市東町１の５の16赤塚モーター商会内

桧山郡江差町

根室市昭和町

阿寒郡阿寒町中央町阿寒町社会福祉協議会内

厚岸郡厚岸町

川上郡標茶町

標津郡中標津町

勇払郡早来町

上川郡美瑛町

岩見沢市

HSK=なんれん臨時号

91::4!>i>

Fこ1:･こ芦’

ゐこ，

ぶ
ｙ
番

1986.12現在

電
-

512-3233

512-3233

512-3233

512-3223

512-3233

512-3233

512-3233

512

512

3233

3233

電話

011-512-3233

0143-45-8891

01546-6-2121
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