
【被災者支援団体リスト】

分野 団体名 支援対象の疾患・障がい名 ホームページ 提供できる物・サービス 支援場所 問い合わせ先
神経 てんかん災害支援ネットワーク てんかん http://web.me.com/kei.i/Epilepsy_D人的支援（医師等の派遣）、物的支

援（物資調達と輸送）、被災者の受
け入れ、相談

被災地、事務局
（静岡てんかん・
神経医療セン
ター）

てんかん支援ホットライン（静岡てんかん神経医療セン
ター）
TEL : 054-245-5446（支援ホットラインへ・24時間対応）
FAX : 054-247-9781　Email：sien@szec.hosp.go.jp または

神経 （社）日本てんかん協会 てんかん http://www.geocities.jp/houjinkaik
aku/

新着情報から、専用サイトへ ・事務局（東京） TEL：03-3202-5661　FAX：03-3202-7235　Email：
nami@scan-net.ne.jp

神経 （公社）認知症の人と家族の会 認知症 http://www.alzheimer.or.jp/ 東日本大震災緊急要望書の公開 ・事務局（京都） TEL：075-811-8195　FAX：075-811-8188　Email：
office@alzheimer.or.jp

神経難病 （独）国立精神・神経医療研究センター 神経難病 http://www.mscabin.org/pc/tohok
uncnp.html

ファックスとメールによる相談 ・事務局（東京） 東日本大震災被災者のための相談窓口　FAX : 042-346-
1735　EMAIL : neu-sien@ncnp.go.jp

神経難病 全国パーキンソン病友の会 パーキンソン病 http://www.jpda-net.org/index.php ホームページによる情報提供 ・事務局（東京） 〒165-0026 東京都中野区新井3丁目1-11パールシオンＢ
1　TEL : 03-5318-3075　FAX : 03-5318-3077　Email :
jpda@jpda-net.org

神経難病 日本ALS協会（本部） 筋萎縮性側索硬化症（ALS） http://www.alsjapan.org 停電対応バッテリー付き吸引器の
貸し出し。数が限られているため会
員優先。
機器類の扱い上の責任は利用者と
なるため、かかりつけの医師、訪問
看護師との相談が必要。

・各支部 ・本部 〒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
 Email ：jalsa@jade.dti.ne.jp

神経難病 （特）MSキャビン 多発性硬化症（MS） http://www.mscabin.org 遠隔地からの相談、被災者への生
活物資の送付

事務局（東京） Email：info@mscabin.org　　TEL : 03-3801-3552　FAX : 03-
3807-5992

代謝 （社）日本糖尿病学会 糖尿病 http://www.nittokyo.or.jp 受診可能医療機関、インスリン入手
可能医療機関を紹介

事務局（東京）、
サイト

日本糖尿病協会災害対策支援チームフリーダイヤル
0120-151-721

代謝 （特）日本IDDMネットワーク 1型糖尿病 http://japan-iddm.net/disaster/ ・血糖測定器、ブドウ糖の発送
・メール相談

・事務局（佐賀市） 日本IDDMネットワーク
TEL&FAX : 0952-20-2062
Email：iddm@yahoogroups.jp

リウマチ （社）日本リウマチ友の会 リウマチ http://www.nrat.or.jp/home.html リウマチ患者さん向け薬剤情報 ・事務局（東京） TEL : 03-3258-6565
（月曜～金曜 9:30～16:30　土・日・祝日休）

アレルギー （特）アトピッ子地球の子ネットワーク 食物アレルギー、喘息、アトピー性
皮膚炎、化学物質過敏症

http://www.atopicco.org/ アレルギー対応食品やケア用品な
どの物資無償提供、相談

・被災地
・事務局（東京）

TEL : 03-5948-7891

アレルギー アラジーポット 食物アレルギー、喘息、アトピー性
皮膚炎

http://allergypot.net/toppage 相談 090-4728-5421(栗山）Email : marikuri@allergypot.net

血液 再生つばさの会　 再生不良性貧血 http://www.iplus.jp/~tsubasa 相談 事務局（神奈川） 0467-32-0886（関）
全身 全国膠原病友の会 膠原病 http://www8.plala.or.jp/kougen/to

ppage1.htm
ホームページによる情報提供 事務局（東京） 〒102-0071東京都千代田区富士見2-4-9-203　TEL : 03-

3288-0721　FAX : 03-3288-0722
全身 （特）線維筋痛症友の会 全身的慢性疼痛疾患 http://www.jfsa.or.jp/ ホームページによる情報提供 〒233-0012　神奈川県横浜市港南区上永谷2-12-11-102

TEL : 045-845-0597
全身 竹の子の会 プラダー・ウィリー症候群 http://www.pwstakenoko.org ホームページによる情報提供 Email : info@pwstakenoko.org
医療全般 Rescue311（ボランティア医療従事者による、

被災者向けメール医療相談）複数の診療科
に対応

医療全般 http://www.311er.jp/ メール相談 ・サイト info@311er.jpに空メールを送信し、返送された相談票メー
ルに相談内容を書いて返信すれば、回答が届く

難病 （特）難病ネットワークとやま 難病全般 http://nannet.org ホームページによる情報提供 事務局（富山） 930-0036 富山県富山市清水町1-1-1　TEL&FAX : 076-
423-0188　Emai : nannet@hotmail.co.jp

障害 ＪＤＦ東日本大震災被災障害者総合支援本部精神・身体障害を持つ人々 http://www.dinf.ne.jp/doc/japanes
e/JDF_shienhonbu.html

ＪＤＦ東日本（東北関東）大震災被
災障害者総合支援本部。被災地支
援センター日報を掲載

・事務局（東京） Email : webmaster@dinf.ne.jp

障害 CILたすけっと 精神・身体障害を持つ人々 http://blog.canpan.info/tasuketto 物資、支援金・人員の提供、情報収
集・提供・情報交換、調査・行政など
への政策提言

事務局（宮城） 被災地障がい者センターみやぎ（代表：及川　智さま）仙台
市太白区長町1-6-1　CILたすけっと気付　TEL : 080-
3303-3130 / 080-3303-3131　FAX : 022-248-6016　E-
mail : cil.bussi@gmail.com"

障害 （財）仙台市障害者福祉協会 精神・身体障害を持つ人々 http://www.shinsyou-sendai.or.jp/ ガイドヘルパー、手話奉仕員、要約
筆記奉仕員、点訳奉仕員、朗読奉
仕員、運転ボランティア

・事務局（宮城） 〒980-0022　宮城県仙台市青葉区五橋2-12-2 仙台市福
祉プラザ8階　TEL : 022-266-0294　FAX : 022-266-0292
E-mail : office-p@shinsyou-sendai.or.jp

障害 （特）みやぎ　こうでねいと 精神・身体障害を持つ人々 http://www.m-koudeneito.or.jp/ 被災者の居宅提供・支援（申込受
付中）

・事務局（宮城） 入居サポートセンターTEL : 022-268-0522　　　　　　　　代
表TEL : 022-263-0294

障害 （社）やどかりの里 精神疾患を持つ人々 http://www.yadokarinosato.org/ 被災地支援関連サイト一覧掲載を
掲載

・事務局（埼玉） TEL : 048-680-1891　FAX : 048-680-1894

障害 （公社）日本オストミー協会 ストーマ（便または尿を排泄するた
めに増設された排泄口）を持つ

http://www.joa-net.org/ オストメイトの被災地ストーマ情報、
取り扱い情報、相談など

・事務局（東京） TEL：03-5670-7681   FAX番号：03-5670-7682



障害 （特）日本コンチネンス協会 排泄障害を持つ人々 http://www.jcas.or.jp/ 被災地の排泄相談案内 ・事務局（東京） TEL：03-3301-0725　FAX：0761-23-7307

日本難病・疾病団体協議会（JPA）加盟団体
分野 団体名 支援対象の疾患・障がい名 ホームページ 提供できる物・サービス 支援場所 問い合わせ先

全国心臓病の子どもを守る会 心臓病 http://www.heart-mamoru.jp/ 相談
・事務局（東京） 〒170-0013　豊島区東池袋2－7－3　柄澤ビル7Ｆ

TEL　03-5958-8070　FAX　03-5958-0508

（社）全国腎臓病協議会 腎臓病 http://www.zjk.or.jp/ 相談
・事務局（東京） 〒170-0002　豊島区巣鴨1-20-9　巣鴨ファーストビル3Ｆ

TEL03-5395-2631　FAX03-5395-2831

全国低肺機能者団体協議会 呼吸機能障害 相談
・事務局（千葉） 〒270-1327　千葉県印西市大森371-4

TEL　0476-42-2562　FAX　0476-42-2562

全国パーキンソン病友の会 パーキンソン病 http://www.jpda-net.org/index.php 相談
・事務局（東京） 〒165-0026　中野区新井3-1-11　パールシオンB1

TEL03-5318-3075　FAX03-5318-3077

日本肝臓病患者団体協議会 肝臓病 http://nikkannkyou.web.fc2.com/index.html 相談
・事務局（東京） 〒161-0033　新宿区下落合3-14-26-1001

TEL03-5982-2150　FAX03-5982-2151

もやもや病の患者と家族の会 もやもや病（ウィリス動脈輪閉塞症） http://pws.prserv.net/moyanokai/html/ 相談
・事務局（大阪） 〒563-0032　池田市石橋3-7-9　平和ハイツ206

TEL072-761-8825　FAX072-761-8825

日本喘息患者会連絡会 喘息 http://www.nichizenren.org/ 相談
・事務局（石川） 〒920-0848　金沢市京町23-3　サン・ヴィンテージ１０３号

TEL076-252-6746　FAX076-252-6746

全国脊柱靭帯骨化症患者家族連絡協議会 脊柱靭帯骨化症 http://jintai-kokkashou.jpn.org/ 相談
・事務局（千葉） 〒263-0044　千葉市稲毛区小中台町501-2-1101

TEL043-256-7534　FAX043-256-7534

ベーチェット病友の会 ベーチェット病 http://www7b.biglobe.ne.jp/~betyeto2234-/ 相談
・事務局（埼玉） 〒330-0852　さいたま市大宮区大成町2-234　石井荘２０２

号
TEL048 653 0994 FAX048 653 0994

全国多発性硬化症友の会 多発性硬化症 http://www.h2.dion.ne.jp/~msfriend/ 相談
・事務局（神奈川） 〒216-0033　川崎市宮前区宮崎6-2-11　中島方

TEL044-854-6470　FAX044-854-6470

全国筋無力症友の会 筋無力症 http://www.mgjp.org/ 相談

・事務局（京都） 〒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　京都難病連内
TEL075-822-2691　FAX075-255-3071

全国膠原病友の会 膠原病 http://www8.plala.or.jp/kougen/ 相談

・事務局（東京） 〒102-0071千代田区富士見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

日本ＡＬＳ協会 筋萎縮性側索硬化症（ALS) http://www.alsjapan.org/ 相談
・事務局（東京） 〒102-0073　千代田区九段北1-15-15　瑞鳥ビル1F

TEL03-3234-9155　FAX03-3234-9156

ＩＢＤネットワーク
潰瘍性大腸炎(Ulcerative Colitis）
クローン病（Crohn’s Disease) http://www.ibdnetwork.org/ 相談

・事務局（熊本） 〒869-0461　熊本県宇土市網津町 1418-4 中山泰男方
電子メール　info@ibdnetwork.org

(NPO法人)全国脊髄小脳変性症・多系統委縮症友の会
脊髄小脳変性症 (SCD)
多系統萎縮症（MSA） http://homepage3.nifty.com/jscda/ 相談

・事務局（東京） 〒170-0004　豊島区北大塚2-7-2
TEL03-3949-4036　FAX03-3949-4112

(NPO法人)線維筋痛症友の会 線維筋痛症 http://www.jfsa.or.jp/ 相談
・事務局（神奈川） 〒233-0012　横浜市港南区上永谷2-12-11-102

TEL045-845-0597　FAX045-845-0597

下垂体患者の会 下垂体機能障害 http://toubyouki.sub.jp/blog/ 相談
・事務局（東京） 〒206-0012　多摩市貝取1-45-1-206

TEL042-389-4771　FAX042-389-4771

全国ＣＩＤＰサポートグループ ＣＩＤＰ(慢性炎症性脱髄性多発神経炎）とその周辺疾患 http://www.cidp-sgj.org/ 相談
・事務局（東京） 〒170-8470豊島区西巣鴨3-20-1　大正大学　青木研究室

内

フェニルケトン尿症親の会連絡協議会 フェニルケトン尿症 http://www.japan-pku.net/ 相談
・事務局（東京） 〒180-0004武蔵野市吉祥寺本町3-22-16-305

TEL0422-36-8448　FAX0422-36-8448

ＳＪＳ患者会 スティーブンス・ジョンソン症候群（皮膚粘膜眼症候群：SJS） http://www.sjs-group.org/ 相談
・事務局（東京） 〒151-0072渋谷区幡ヶ谷3-6-7湯浅方

TEL03-3379-3033　FAX03-3379-3033

竹の子の会プラダー・ウイリー症候群児・者親の会 プラダー・ウィリー症候群 http://www.pwstakenoko.org/ 相談

・事務局（静岡） 〒411-0837　静岡県三島市南田町9-12　エンゼルハイム
南田町305
TEL055-973-9980　FAX055-976-5032

NPO法人日本プラダー・ウイリー症候群協会 プラダー・ウィリー症候群（PWS） http://www.pwsa-japan.org/ 相談
・事務局（新潟） 〒951-8152新潟市中央区信濃町13-17

TEL025-231-6838　FAX025-231-6838

日本難病・疾病団体協議会（ＪＰＡ） 難病、慢性疾患全般 http://www.nanbyo.jp/ 相談

・事務局（東京） 〒162-0822東京都新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウ
ン610号
TEL03-6280-7734　FAX03-6280-7735

岩手県難病・疾病団体連絡協議会 難病、慢性疾患全般 http://www17.ocn.ne.jp/~iwanan/ 相談
・事務局（岩手） 〒020-0831盛岡市三本柳8-1-3 ふれあいランド岩手内

TEL019-614-0711　FAX019-637-7626

(NPO法人)宮城県患者・家族団体連絡協議会 難病、慢性疾患全般 http://www18.ocn.ne.jp/~miyagi-p/index.htm 相談

・事務局（宮城） 〒981-0801仙台市青葉区木町通1丁目4-15　仙台市交通
局本局庁舎4F
TEL022-211-1781　FAX022-211-1781


