ＨＳＫ一

･‑'．

一一

昭和４８年】月1a
第三4I≪:S?4*認可
HSKa≫≫!？93号
1989年８月
発行
編集
兄行

趣月１９日兌行り
財団法人北海2i
北海逗身体i･害

日ｍ濾休会
Ｏａ庸団脇
Ｉ邸封名物

g/lれ/１

臨腸

）

;,･iり111行

［

。｜
｜

:

ギネスにものった、ウワサの・'･ナ･･バノ

‥・相談に

ﾆｰ̲こごこここよこ
いらしてみません力４●●
ｺtこ二ここにぶご』

〕

｜

・◆いろいろ相談轡４

福祉相談会
︵財︶北海道難病連・釧路支部では︑釧
路市と協賛して﹃福祉相談会﹄を実施す
ることにしております︒
普段︑相談する機会のないみなさんの︑
お越しをお待ちしています︒
日時・場所等は︑釧路市の﹃市民健康
の集い﹄に合わせて次のとおり行います︒

◆相談には﹁予約﹂を必要になっており
ます︒
相談の概略〃氏名・電話番号・病気名
・希望日などを︑次の場所に連絡して下
さい︒
なお︑各病気別患者会役員も別記のと
おり居ますので︑その方に連絡頂いても
結構です︒

・支部長︵上田︶
職場︵白糠営林署︶
015４712121３1

事務局専用電話

・事務局長︵渡部︶

０１５４１５２・−４９８８
ａ場︵渡部自動車︶

015４1911922０

いス
てに
つ
い
て

相談を受けて下さる方は︑釧路保健所
・釧路市役所の保健婦さん︑並びに釧路
市内の医療ソーシャルワーカーの方々に
お願いする予定でおります︒

十時○○分？十六時三〇分

八日︵金︶
オリエンタルホテル

生活・福祉機器について
医療費・保健・福祉サービ
特定疾患患者受給者証につ
身体障害者手帳について
難病患者友の会について

!・￨

九日︵土︶
九時ＯＯ分︑／い十五時三〇分
オリエンタルホテル

・ ， ・●
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【釧路支部
役鞭名・
支部長
事務局長
幹
事
丿j
j7
j7
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会計監査
運営委員
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氏名 ・所属部会 ・
伴
上田 弘
道 腎 協
渡象丿液子 膠 原 病
ﾉj,渠恒稼 肝炎友の会
石井 彰
バージャー病
諸橋国明
ｵｽ}ﾐｰ協会
田名部倫子 小 鳩 会
石井靭
リウマチ
遠藤源司
ベーチ｡､ﾄ病
岡島春子
てんかん
上堀 秋
肝炎友の会
給水裕子
霖 原 病
簑谷安子
リウマチ
川村文夫
パーキンソン
五十嵐信子 あすなろ
橋本秀7F
筋無力症
竹内 昇
道 腎 協
忠村 敏
道 腎 協

役員名簿】
所

・

TRI

・
ｌ

釧路市年催
【健康フェスティバルの内容】
内

容

楽しみませんか
秋の味覚
学校給食で
舌づつみ
学校給食展示会
やさしい太極拳
にチャレンジ
ヘノレシー体操で
さわや力4こ
あなたの体力度は
(体力測定)
いろいろ健康相談
(母子/成人/難病)
栄養の相談と
猷々の展示
見てみて、やって
みて、寝たきり者
介護実習
健康パネル展・
ビデオ上映
四機器展

２

９月８日

９月９日

10:00〜16:30

9:00〜j5:30

11:00〜14:00

m00〜14:00

IU:㈲〜16:30
9:30〜 0:30
12:0{卜 3:00

9:00〜15:30
9:30〜]0:30
13:30〜14:30

11:00〜12:00

11:00〜]2:00

10:00〜10:45
13:30〜14:15

10:00〜10:45
13:30〜14:15

10:00〜j6:30

9:0(}〜15:30

10:00〜16:30

9:00〜15:30

10:30〜11:30
14:00〜15:00

10:30〜J1:30
j4:00〜15:{〕0

10:00〜16:30

9:00〜15:30

10:00〜16:30

9:00〜15:30

内 容
皿の
手作り晶展示

くすりの
パネルと相談
腎バンクの受付
健康クイズに
アタック
旬を楽しむ
クッキング敢宰
心電図検査
眼底検査
胸部
レントゲン聊査
胃ガン検査

９月８日

９月９日

10:00〜16:30

9:00〜j5:30

10:00〜16:30

9:00〜j5:30

10:00〜16:30
9:00〜15:30
9:30〜］0:00 13:00刈3:30
j】:00〜n:30 14:00〜14:30
jO:00〜13:00
9:00〜11:30
j3:00〜]6:00
9:00〜11:30
j3:00〜16:00
9:00〜jj:30
13:00刈6:00
8:30〜11:30

9:00〜11:30
9:00〜11:30
9:00〜H:30
8:30〜jj:30

基本健康診査

9:00〜11:30
j3:00〜16:00

9:00〜jl:30

知っておきたい
９・９の勿ａ

10:00〜j6:30

9:00〜j5:30

た ･ ･ ･ ･ ?

一 欝 符 支 部

田

弘

た｡

三十数名となり､本当に姓しく思いまし

この日の為に7年も宙から帯傾､苦労
してきた帯広の仲間達､その気持ちを考

えると必ずや成功に帯わらせなければと､
それには､一人でも多くの参加者をと､

した体験を持てばこそ生まれてくる感慨

私自身の首幕は､この事ばかりでした｡
これは'二年前･耕路で丙催しJ支部
長をはじめとして､額ずの苦労を‑?

だと思います.

幸い全ての奉加音数は約八〇〇名位｡
五日の夜のrレセアシhンのベアーズハ
ーモニカタィンテットbの素噂らしい演
奏と､楽しい抽選､美味しい空走｡そ

函館から'札喋から､旭川から'そし
て､額符から｡

して'夜はいい･･お風呂.仲間との心
ゆくまでの語らい.
しました.

今年は､異常とも云あれる草書が横い
た八月｡大会の行われた五日､六日の両
日も大変な暑さでしたが､それでも帯広
支部の仲間達はr今日は少し涼しい位)
ですって二･?. 私達､釧路車は暑

さにはめっぽう弱く､嘗パテ気味と云っ
た感もあったけれど､それぞれが'全連
の仲間との楽しい出逢いに恵まれたよう

●

釧路支部

垂静小夜子

明日の為に､頑張りましょう｡

帯広の仲間よ､本当に有りがとう//.
この集会を夷積に又､新たなる将来に向
かってJお互い手をとり合って進みまし
きつ.そして､私達･釧路支部も明るい

素晴らしい二日間でした.

六日の全体集会は､r患者の訴えbに
共に涙を注し'講演の小山内美智子さん
の生き方に感心し､と､あっという向の

rハナック号bは全蓮各地から､私達
患者の夢と量を乗せて､音更町に集持

〆㌔〆F〆JP〆㌔

上

私は飲み過ぎて､体重オーバーしてし
まった｡次の日､病院で弁解にt苦労し

全道集会の感想
全道集会に参加した方より､感想文を
次のとおり頂きましたので､将介致しま
す｡

お忙しい中'協力して下さった方に感
謝を申し上げます.

て送って下さるようお願いします.

なお'感想文を東食出の参加された方
も､簡単で良いですので'これから書い

〆㌔〆㌔〆JP〆JfL

快晴に呑まれ､広い十勝平野での二日
間､大変有意義な全道集会でした.

労横でした.

現地､十勝の役貞各位の苦労と努力に
対し'厚く敬意を表すと共に､大変御苦
特に､記念講演では'生きる事･活動
する事について'考えさせられました.
ガンバラこなくちゃ･･･

です.

意義ある全逮集会を実施するにも'資

金誘連面で毒する必要がある.所要額

参加蓑を心配しましたが､最終的には

当初､薄まつりと日程が重なった為､

の検討､垂耳の取り租みのアンバラな
ど､工夫が必要でないか二･?

●

3

●

えを新たにいたしました｡

一生悪食助けて下さった曾我に潔く感謝
いたしますと共に､病気に対する心がま

いたわってあげて下さい.

なりました｡

この度､晴天に恵まれ､装着の中の開
催で､全JET涼しい鋼路から出かけた鎖
路支部のメンバ‑が､医霊にお世話に

今回の音更での大会は釧路の時と違っ
て､楕泊為所もTヶ所にまとまり'分科
会･全集会の会場もすぐ日と鼻の先で､
移動に手簡がかからず､立地条件は最高
だったと患います｡

又'時期も一番暑い頃に何故する必要が
あるのかということです｡

金運から集まる患者のみならず､地元
の実行委臭とて患者の1人です｡
自分の病気を押して'みんなの為に駆
けずり回り､それで寿命を頼めるような
ことがあれば'それこそ大同煙です｡
地方丙催のメリットも充分承知なので
すが､その蓑の#牡も多大なことを考え
る時期にきているような気がします｡

鈴木祐子(伊原帝)

平成元年八月一〇日

ったです.

一参加者より

鋼絡支部

家族より

十横川温泉に着いてすぐ頂いたFジャ
ガイモアイスクリームb､大変おいしか

とっては大変長い会場でした｡
今回担当になられた十勝難病連の皆様
方には大変申苦労横でした.

宿泊会場が温泉という事もあり､参加
者1岡が1ヶ所に泊まる事が出来た事は
大変良かったと冬っし､又､翌日の講演
会場もr音更文化センタIbの大変立況
な場所で､車の往来も少なく､陣育者に

今回'親子四人で巷知させていただき､
大変感激致しました｡

〆㌔〆㌔〆㌔〆JF

界に為さかけて下さい.
応援しております｡

垂を達成する為には何度も何度も政

括局は自分の頑張りだということも､
今さらながら感じた次第です.

初めて参加させていただきましたが､

中学校ではスリッパを暮れた人の為の

ホテルに到着した時に配られ

をする必要が果たしてあるのかどうか'

重症者が出なかっただけ幸いですが､
今後の謙農としては､二年毎に地方丙催

話は前後しますが､往復に山琶用したハ

電農もなされていて感心しました.

ナック号は何故網走バスでしたが､とて
も青草で乗り心地が長くJ清足でした｡
リューマチ患者さんの為に､本部で用
意して下さったという手遣りの踏み台､
そしてJ

どうもありがとうございました.

たFじゃがいもアイスーは､地元の方々
がじゃがいもを植える所から始めたとい
う根気と心のこもったものであることを
あとで聞き'胞を打たれました.

みんな､この日の為に一生辱命準備し
て下さった事が艶所にうかがわれ､二年
前の積丹での開催の時のことが思い出さ
れ､胸が無くなる思いでした｡
話を輝けば､準備段階で実行委月の方
々が相次いで倒れるという'アクシデン
トの中で大会までこぎつけたそうですね.

太当に十勝支部の菅さん､壁苛労棟で
した｡

終わった途端に又､椅神的･肉体的疲
労から体調をくずしませんように､体を

4

｢運常協力会J̲入会のお顔t,〜
(財)北海遺難病連は､ 2 4の患者用件と1 7のW.域支部で耕撒き九､医

療技術の進歩･計金満社の向｣を日持して捕動しており､その節常は､北
海遭並びに道内各市町村からの補助金等で賄われています｡
しかし､それだけでは充分でなく､各群発金満動(頼経穂器斡旋事業･
物晶版売･募金箱t協力会貞制度)により半金を捻.T.し.捕動を赫捺して
います.

(財)北海連難病連鯛掃支部は､ 1市3町1村(併蘇市･釧路町･ R港町

●

･音別町･稚貝村)管内に屑拝する無病患者･家族が加入しております｡
しかし､当地域に多くの弊病魚者･陣筆者が掃拝しているにもかかわら
ず､多くの方が患者偶々の不安を持ちながらー 孤独な年揃をしているのが
実熊であり､当地域にはその寄り所となる場所がないのが球状であります｡
そこでー 当地域における患者.家集の寄り所となる｢支部事務所｣の必
要性を痛感し､支部会員一丸となって支部事務所設置に向けて取り組むこ
とを決意しました｡
資金的に苦難を伴うことではありますがー 事務所設置により席広い活動
･開かれた活動を目指し､孤独で相談するところがなく悩んでおられる患
者さん方に気軽に､利用できる港口にすることを日持します.
皆様方各位の御支援･御協力によりまして､ (財)北海道難病連胡路支部
を支えるための｢運営協力会｣にー是非入会して下さいますよう宜しくお
昏い申し上げます｡
なお､この運営協力会費はー 一端札幌にある(財)北海産無頼連に入金さ
れますが､後日､当支部に遵元され､ r支部運営費｣として活用させてい
ただきます｡
(財)北海遭難帝連

耕捲支部

支部長 上 田
弘
胡88市星ケ浦大通り3 ‑ 1

渡部自動車内

●

難病患者と家族の団体

北海道難病連の活動に､

皆様のご援助をお雇いします｡
5

tお願いの趣旨t
無頼とは病気の原因や拍療法がわからか､だけでなく､長期にわたって進行
したり重い持寄を残したりするために.本人や家族に精神的･肉体的､また経
済的に深刻な影響をもたらすものをいいます｡
乱たちは昭和48年に1 0団体ーおよそ1 , 1 00'#族で北海道難病団体連

絡協議会を結成しました｡
現在は北海遵知事の誼可によって財団法人となりー23団体1 7, 600家
族となり､ 1 6の地域支部によって滴動が行われています｡

乱たちの主な活動は.病気や正しい梗兼についての学習や指導･相議､難病
についての社会啓蒙ー困っている患者･家族への励ましや援助などを基本に嫌
々な清動を幅広く行っています｡
昭和58年1月には.乱たちの長い間の要望によって.北海道が全国で初め
ての『難病センター』を札幌に開設しました｡
現在､この難病センターを碁盤に全逓の保健嫁や医師ーケースワーカー､ボ
ランティア､施設､そして専門病院や大学病院との連扶をおしすすめる痛劫を
行っています｡

乱たちは一日も早い難病の原因の究明と治援法の発見を掛‑つつ̲多くの患
者･家族の困難を一つずつ取り除くための捨金的な姓病対策の確立と､この北
海道が私たちにとっても住みやすくー明るいー希望の溢れる耕土となることを
願って､道民の一人として活動をすすめていきか､と願っています｡

どうか私共の現状と満動の趣旨､そして掛lをご理解いただき一物心内面に
わたってのご拐肋をいただけますよう心からお顔い申し上げます｡

@
財団法人北海道難病連

J北海道難病連協力会貝とはL

̲

財団法人北海遵発病連は寄付行為(定款)よって､一般会員(患者･家族)
の他に協力会員を募ることができます｡

協力会員の皆様には､機開披rなんれん｣をお送りすると共に､各種行事の
ご案内を差し上げます｡
協力会員には個人会員(年間1口2.000円)と､法人会員(年間1口10,000

円)とがありー何ロでもご加入いただけます｡

北海道無頼連と加盟団体の運営を安定させるための定期､定額のご寄付とお
考え下さい｡

1万人の協力会員を目榛として取組んでおります｡

◎北海道難病連の所属部会名(加盟疾病用件)または地域支部名を指定してい
ただければ､会費の5 0%をその部会.支部へ遊元いたします｡

北海道難病連と共に加盟国錐及び地域支部の活動資金も確保されます｡

なにとぞー ご協力を賜りますようお戯い申し上げます｡

⑳折込みの運営協力会申込み苫(はがき)にてーお申し込みいただけましたら
おり逐し我込用紙を送付いたしますので､お近くの金融礁内からご送金顔い
ます｡

()会

費

個人会員

法人会員

●

年間1口

2, 000円

年間1口10, 0()0円

○全身のお払い込み

銀行､又は郵便振替口座をご利用下さい｡

手数料は無料となります｡
郵便串香口座

Jlヽ槽8‑ 1 97 1 3

北海道叙行

商‑粂支店

北海道拓殖銀行

(普) 484301

札幌酉支店

(普) 544184

し〜､.柵ー

財団法人
〒064

北海道難病連

札椀市中央区摘4条西10丁目

北海道難病センター内
電話

0111512‑3233

FAXOl1‑512‑4807
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財団法人北海道難病連運営機構図
(旧

北海道難病団体連絡髄議会)
(1989年7月現在)
栄( )内の鞍手は現A鞍､血し兼務あI)

常任見事金(5)
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敷病センターでは､
こんな事業をします｡
1983年(昭和58年)北海道が建設し､道の

･

財団法人･北海道難病連
とは､こんな団体です｡
1972年(昭和47年) ､全回筋無力症友の会北海道支

補助金と利用料で運営されています｡

部などのよぴかけによって準備がすすめられ､ 1973

◆相

午(昭和48年)2月､ 10団体(1.100家族)によって

談

室

医療･福祉制度･年金･法律など｡

電話･手放･ご来所は事前に電話を｡
(月〜金､午脚10時〜午後5時)

北海道姓病用件連絡協議会として発足しました｡
事業としては次のようなものを行なってきました｡

●難病患者･家族の生活実態訊壷

◆牡病集団無料検診･出張相談会

●難病白書の刊行

道､市町村との共催で全道各地で｡

●姓病集団無料検診･出張相鉄金の実施

札幌市内他全道各地で｡

●難病相談室の常設

●在宅患者と医療の金(研究会)の主催と研究報告
書の刊行

◆ボランティアの派遣

●啓書皇后活動･ポスターの配布

◆福祉枚番の相鼓･展示･あ.?せん

●合同レクリエーション

◆難病･医務･福祉に関する史料の収集と

●患者･棄族団体の育成､溝助

閲覧

●ボランティアの派連

◆患者さんのための貸L出し国書

●地域姐強の育成

◆境開放･ポスター･パンフレ‑Jトの発行

●北海道.市町村･および議会への陳情･藷顔活動

◆各種研究の推進

●横間誌｢なん九ん｣の発行

◆宿

●医療講演会の実施

泊

安い料金で安心してご利用いただけます｡

◆会議室
研究室､沸済会､会議などにどうぞ

●役且研停会

●全国の患者同体との交淀
●各種行政側との連携
●煮病センターの建設運動､専門病院･研究所の建
設連動
●福祉枚挙の普及･ BFI発事業

●資金活動
そして､北海道難病セソターの襲現と創立10周年
を機会に､その活動を一層おしすすめ､文任と義務
を明らかにするために､公益法人として北海道知事
から財団法人の認nlを鉛ました.
｢はげましあい､たすけあう難病連｣ ｢私たちの
住んでいる地域の医療,地域の梅祉､地域の活動を｣

を合言葉に難病患者と家族の団体によって運営され
ています｡

9

北海道難病蓮と難病センター

● ;芸㌫芸カ所'

財団法人北海道難病連基本綱領
昭和57 (1982年)年12月23日制定
くしよう｣ ｢自分たちの苦しん.{･きた体牧を舞う人

1973年2凡北海道で括Jbしている息者･家族の
会A ･団体お1そ1,100家族が集まり.北海逆井痢

が1人でも少tL:くなる1うに｣という廉いです｡

田休ま姑協Zk会が括成されました｡
3月に叩かれた括成大金では. 200名の点者･家

ありません｡治漁の拍升なあるいは波田の分ちない

族がさ加し静粛法もなく鹿田も分らない病気を宜告

といわれるm免にかかることに上って,一皮に表在

され社会から乱立し,煉1.苦しんでいる林政が
発表され大きな共感と兼帯の幹をつくり出しまし

化し困Jlを上り‑J?大きくする我国の績牡の不充分

た｡そして.この点成大会は｢忠の内から挑める空

れる社食同相としての｢如病閉息｣であることを私

気と恵の外で吸う空知土違う.一歩外‑朱び出す男
気を持とう｣と道内の多くの息者･家族へさ加をJ:

たちI土活動の中で学び.明らかにしてきました.

ぴかけました｡

ことも.明らかにされつつあります｡

北港辻井痢連が,括成された1973年の術後には.令
声です病の点者･家族団体h't次々と生まれ

北
港
道
難
病
逮
塞
本
綱
領

また.

さ.医好のひずみ,社会の未成熟に上ってもたらさ

またこれらの間Raは雅史的伸東女もつものである
私たちは.これらの｢妊榔町雌｣を1日ICも甲く
解決するために.たくさんの鹿毛･寮&の会をつく

全国土病団体連絡協議会をはじめ.全回の都道府県

り.そして1つの小さな団体では不可能なことを可

でJF病差が浪々と括成されました｡

能にするために,大きく連帯してきました○

これらの力とそれを支える世詮によって,回の&

息着金は.そのff広見に対して.社会的な地位の

病対策がはじまり.原因の究明と治療法の確立のた
めに,群生省に妊痢対策兼が殻托されたのをはじめ

向上や捷済的利益をもたらすものでありません｡自

とし,研究丑が凪臥されました｡しだいにその成果

らの苦しみの勝を土台として.自らの力と書加に
1って活動をひろげ,その鵜柴として自らの社会の

を現わしはじめ.また.息者･家族の経済的A租の

再来を強く大きく明るくすることをEl的としていま

生滅のために,治辞井公*負担の書集が朗始さ^,

す｡

年々拡大されています｡
このJE痢運動の盛りあがりには,世枚, 8本息巻

の病気と体を正しく汲並すること｣祐二に｢病気を

同盟に.tってはじめられいくつかの患者.家族用

のりこえろ弟免を培うこと｣そして罪三にr本当の

体の括庇と.その活動に1ってもたらされた. lT本

福祉社会をつくろう｣ということを中心に所動をし

の医好の改革と詣祉の拡充の運動が大きな背htであ

ています｡

り,またこれらの運動とJE病運輸との差掛こ上って.

北海道{･は.様々な国幹をさらにEbJEに施しいれ
ている社会的な状況と地理的な資Jaがあります｡こ

一月の大きな成果をあげてきたことを.記tlLなけ

息着金は三つの役Slが.あります｡第‑には｢自分

私たちの北海五井病連は.この10年の間に嫌々な

れらの解決のために,私たちは‑J?の努力.{･ r地域
の鑑乱地JGの招祉｣の故等のた桝こ｢地JEの括Jb｣

括私を行い多くの成果をあげてきました｡そのどれ

をおしすすめなけ九はなりません｡同時に.全回に

ればなりません｡

もが. 1人の力でできたことではfJ:く.また1つの

故多くある息者･家族団体の全てが連携し.力を合

団体でできたことではありません｡ 1人ひとりの会

せて大きな脚Jbとして尭展させたけれはなりま

Aが拝所といわれる病欠の点者であり.その家我で
あり. N病の中に生活を抱え将来‑の不安や絶望感

せん｡

をも持ちながら.お互いに支えか･.連帯をし.さ

らに北海道全件の医軒と福祉の苑鼻を見すえてきた
ことによって.多くの道民や内債者の方々に1.1て
支えられてきたからにはか7IJ･りません｡ ｢生きる勇

気と兼亀をもとう｣ ｢助士しか･せけあうJF柄連｣
｢私たちの任んICいる地域の医乱池坊の福祉.地

私たち11 ,北海道任所適の10周年と全tq初のが
七./クーの設立を機会として.これらの井用へ立ち

向うために.凪織を公益法人とし.並民への丑務を
明らかにし.北赤道の隆盛と栢牡の尭励ま.私たち
の活Jbにかかっていることを掛し.北海道JL病適
の括戊の意我と括肋の抜放と成果と清神の全てを加
東し.さらに発展させるために基本JI朝をつくり･

題が解決される日まで高く籍げなければなりませ

今後の活動の全ての方針とするものです｡
私たちは,今後の佑助が,この基本JI所をj免脱す
る危険の生じたときは,この軌強の全てを7R井し･
新たな運輸を兼良することをfl塚L,この粥覇を北

ん.B

海道足柄連加盟23EjZ体4,800家族の合意に上って発

域の活抄を｣と訴えつづけてきたスt･‑ガンの正し
さに上るものと確信します｡

そしてこのスローガソほ.今後とも全ての#病問

今,私たちなして.困升な活軌こ向わしめている
ものは｢ 1人で恨み苦しん{･いる息巻を1人でもfr

10

私たちの月齢こあるの11 ｢#痢｣という病気では

表するものです｡
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(個人参加難病患者の会)あすなろ会

石川実

札幌市中央区南４条西10丁目難病センタご内

゛再生不良性貧血患者と家族の会

佐藤篤由

札幌市

全国｀筋無力症友の会北海臨支部

猪口英武･

札幌声中央区南４条昏19丁目難病センタて内

512‑3233

全国膠原病友の会北海道支部

小寺千明

札幌市中央区南４条西10丁目難病センター内

512二3233

全国心臓病の子供を守る会北海道連合会

小田隆

札幌市

全国二分脊椎症児(者).守る会北海道支部

竹内英夫

札幌市

全国パーキンソン病友帥北海道支部

6木義一

札li市中央区南４条西loT目難病｀センター内

512‑0014

大腿国頭筋短縮症の子供を守る会北海道支部

休会中

札幌市中央区南４条西10丁目難病センター内

512￢v3233

｀高崎慶ご

胆道閉鎖症の子供を守る会北海道支部

･

Ｎ

江別市
札幌市

渡辺勝

Ｓ㎜●
札幌市中央区南4条西10丁目難病センター内

日本リウマチ友の'会北，海道支部

重延洋子

札幌市

北海道ウイルス肝炎友の会

佐藤春男

吼幌市3

北海道筋ジストロフィー協.会

゛香西舒｝

札幌市

北海道後縦ｌ帯骨化症友の会
北海≒道｀小｀鳩会

北上藤火

札幌市中央区南４条西1

渋井ヽ奉子

札幌市

北海道腎秤病息者連絡丿畢議会
北海道ス，モンめ会

岩崎薫

札幌市

会会会

北澪道側弩症児を守る北海道．低肺の
北海道バージャー･病友の

興武悦治政四ａ

金田鳶

日本てんかん協会(波の会)北海道支部

藤下野居野斎森上福中

日本オストミー協ぎぐ人工肛門;｀肪胱)北海道

,北￥道脊髄｀小脳変性症友の会

0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

一一内

512‑i233

札幌市
札幌市
札愧市中央区南４条西10丁目難病センター内

青木･一良

札幌市中央区南４条西10丁目難病センター内

北海道ベーチ１ツト病友の.会

高野喜久治

札幌市中央区南４条丙10丁目羅病センター内

ゝ

512リ233

札幌市

北海道ヘモフィ｀り夕（血友病）友の会

未熟児網膜症から子昏を守る会北海道支部 田中義之
／ ／゛･･
へ、｀・〈地域支部組織一覧〉，｀

512‑3233

512‑3233
512‑3233
512‑3233

札幌市

･

支部名

fへ

札幌支都旭川。支
○

ノ

支部長
部｀函館支都十勝支｀部｀釧路支
都室・喬支−都南桧山支部揖定ヽ支 部阿寒支部´厚岸・浜中支
伊藤/｛yrぉ滝田堺市近江忠江口美生男上田ど宮森初太郎中川貴美子木村猛兪炭野恰好小柳｀悦子
111務局長
小杉真智子扇田裕子穀内さかえ渡部小夜子牧藤利国択野敏子／、田宮滋子中島幸子
ヽ，･事｀´務・局
札幌市中央区南４条西10T目難病セ.ンター内旭川市函館市河東郡ll市
011‑512‑32330154‑52
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