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香川県難病患者・家族団

体連絡協議会  

〒760-0068 高松市松島町 2-11-3 田中方   

http://www2.ocn.ne.jp/%7Ekananren/ 

TEL：087-831-4976   FAX： 087-831-4976 

愛媛県難病等患者団体

連絡協議会 

〒790-0903 松山市東野 1-5-57 菅方 

ＴＥＬ：089-946-2043 

 (NPO)高知県難病団体

連絡協議会 

〒780-0803 高知市弥生町 7-8   http://www9.ocn.ne.jp/%7Eyayoi7-8/ 

TEL：088-885-1053   FAX：088-885-1052 

福岡県難病団体連絡会 〒810-0072 福岡市中央区長浜 2-4-118 

TEL:092-751-2109   ＦＡＸ：092-751-2170 

(NPO)佐賀県難病支援ネ

ットワーク 

〒840-0814 佐賀市成章町 5-2 佐賀県難病支援センター内 

ＴＥＬ：0952-27-0855   ＦＡＸ：0952-27-0855 

(NP0)長崎県難病連絡協

議会 

〒852-8104 長崎市茂里町 3-24 

ＴＥＬ：095-846-8620   ＦＡＸ：095-846-8607 

熊本県難病団体連絡協

議会 

〒869-0461 宇土市網津町 1418-4 中山方 

ＴＥＬ：0964-25-0173   ＦＡＸ：0964-25-0173 

(NPO)大分県難病患者団

体連絡協議会 

〒870-0911 大分市新貝 10-28 マキケンハイツ 101 号 

ＴＥＬ：097-558-0010   ＦＡＸ：097-558-0403 

宮崎県難病団体連絡協

議会 

〒880-0944 宮崎市江南 4-5-8 亀川方 

TEL：0985-51-3436   FAX：0985-51-3446 

(NPO)鹿児島県難病・障

害者連絡協議会

 891-0144 

〒891-0144 鹿児島市下福元町 5386-3 

http://www11.ocn.ne.jp/%7Ekananren/ 

TEL：099-261-4900／FAX：099-261-4902 

沖縄県難病支援センター 

NPO 法人アンビシャス  

〒900-0013 沖縄県那覇市牧志 3-24-29 グレイスハイム喜名 2－1 階 

http://www.ambitious-npo.com/ 

TEL：098-951-0567   FAX：098-951-0565 

MAIL：info-ambitious@ambitious-npo.com 

 

 

 

■ 難病患者団体 

全国パーキンソン病

友の会 

〒187-8551  東京都小平市小川東町 4-1-1  

国立精神･神経センター５号館２Ｆ６号 

http://www.jpda-net.org/ 

TEL：042-348-3763  FAX：348-3764 

日本肝臓病患者団体

協議会 

〒161-0033  東京都新宿区下落合 3-14-26-1001 

http://members.at.infoseek.co.jp/sin594/ 

TEL：03-5982-2150  FAX：5982-2151 

もやもや病の患者と

家族の会 

〒560-0081  豊中市新千里北町 2-40 Ｃ56-207 須戸方 

http://www.netpassport.or.jp/%7Ewmoyakai/ 

TEL：06-6872-3101  FAX：6872-3101 

全国脊柱靭帯骨化症

患者家族連絡協議会

〒245-0016  横浜市泉区和泉町 1503 青沼方 

TEL：045-803-4526  FAX：803-4526 

ベーチェット病友の会 〒330-0852  さいたま市大宮区大成町 2-234 石井荘２０２号 

http://www5f.biglobe.ne.jp/%7Ebehcet/ 

TEL：048-653-0994  FAX：653-0994 

全国多発性硬化症友

の会 

〒190-0002  立川市幸町 5-75-23 大井方 

http://www.h2.dion.ne.jp/%7Emsfriend/ 

TEL：042-535-2804  FAX：535-2804 
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全国筋無力症友の会 〒602-8143  京都市上京区堀川通丸太町下ル 京都社会福祉会館 4F 

http://www.mgjp.org/ 

TEL：075-255-3071  FAX：255-3071 

全国膠原病友の会 〒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 

http://www8.plala.or.jp/kougen/ 

TEL：03-3288-0721  FAX：3288-0722 

ＩＢＤネットワーク 〒062-0933  札幌市豊平区平岸３条５丁目 9-5 平岸３条ハウス 203 IBD 会館内

http://www.ibdnetwork.org/ 

info@ibdnetwork.org 

あせび会 〒113-0021  東京都文京区本駒込６-５-１９-１０２ 

http://www.asebikai.com/ 

TEL：03-3943-7008  FAX：03-3944-6460 

社団法人 日本リウ

マチ友の会 

〒101-0047  東京都千代田区内神田２-７-７ 新内神田ビル３F 

http://homepage3.nifty.com/jscda/ 

TEL：03-3258-6565  FAX：03-3949-4112 

全国脊髄小脳変性症

友の会 

〒170-0004  東京都豊島区北大塚２-７-２  http://homepage3.nifty.com/jscda/

TEL：03-3949-4036  FAX：03-3949-4112 

日本網膜色素変性症

協会 

〒140-0013  東京都品川区南大井２-７-９ アミューズＫビル ４階 

http://www.jrps.org/ 

TEL：03-5753-5156  FAX：03-5753-5176 

再生つばさの会 〒248-0027  神奈川県鎌倉市笛田４-１-１８-１０６ 関つたえ様方 

http://www.xyj.co.jp/tsubasa/ 

TEL：0467-32-0886  

原発性免疫不全症候

群 患 者 と 家 族 の 会

つばさの会 

〒454-0958  愛知県名古屋市中川区東かの里町５０５－１ 永井敬子様方 

http://www.toyama-mpu.ac.jp/md/pedi/mennHp/body/tubasa.htm 

TEL：052-302-9829  FAX：052-302-9829 

サルコイドーシス友の

会 

〒529-1801  滋賀県甲賀市信楽町勅旨５９９ 小林弘幸様方 

http://www.ne.jp/asahi/h/sato/ 

TEL：0748-83-0748  FAX：0748-83-0748 

 

※その他、特定疾患を対象とした患者団体、特定疾患を対象に含む患者団体、その他の患者団

体があります。くわしくは難病情報センターをご覧ください（http://www.nanbyou.or.jp/）。 
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難病の雇用管理のための調査・研究会 

伊藤たてお     日本難病・疾病団体協議会 代表 

梅澤 隆      国士舘大学 政経学部教授 

木村 格      独立行政法人 国立病院機構宮城病院長 

坂尻 正次     独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構 障害者職業総合セン

ター事業主支援部門 研究員 

坂本 秀夫     日本難病・疾病団体協議会 事務局長 

白木 三秀（座長） 早稲田大学 政治経済学術院教授 

秦  政      社団法人日本経済団体連合会 障害者雇用相談室 障害者雇用

アドバイザー（～平成 18 年 5月） 

春名 由一郎    独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構 障害者職業総合セン

ター社会的支援部門 研究員 

若林 功      独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構 障害者職業総合セン

ター事業主支援部門 研究員 

（五十音順） 

 

オブザーバー 

厚生労働省 職業安定局 高齢・障害者雇用対策部 障害者雇用対策課 
 

事務局 

社団法人 雇用問題研究会 

 

（～平成 17 年３月） 

（平成 17 年５月～） 
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事 務 局  社団法人雇用問題研究会 

〒104-0033 東京都中央区新川１－１６－１４ 

電話 03(3523)5183  FAX 03(3523)5188 
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