道内のがん患者団体・啓発団体
道が把握しており、掲載に承諾を頂いている団体です。
No

団

体

名

がんの種別等

団体の連絡先
郵便番号

所在地

電話・FAX・e-mail
電話(FAX)：011-717-8961
e-mail:akebonoweb@m9.dion.ne.jp

1

あけぼの北海道

乳がん

001-0045 札幌市北区麻生町２丁目９－１５

2

がんの子どもを守る会北海道支部

小児がん

064-0804

3

ＮＰＯ法人
キャンサーサポート北海道

がん種問わず

札幌市厚別区大谷地西2-3-1北星学園
電話：011-891-2731（内線2202）
004-8631 大学文学部心理・応用コミュニケー
FAX：011-896-7660
ション学科 大島研究室内

4

骨軟部腫瘍の患者会

整形外科分野の
がん

5

ＮＰＯ法人
市民と共に創るホスピスケアの会

6

市民のためのがん治療の会
北海道支部

札幌市中央区南４条西１０丁目１０
１０－１ 北海道難病センター

がん種問わず

がん種問わず

札幌市南区澄川6条11丁目7-26
005-0006
方

浜下

7

中皮腫・アスベスト疾患
患者と家族の会北海道支部

悪性胸膜中皮
腫、腹膜中皮
腫、肺がん

8

公益社団法人日本オストミー協会
札幌支部（いちいの会）

札幌市北区新琴似8条12丁目3-3-201
人工肛門・人工
001-0908
中山方
膀胱

一般社団法人
北海道支部

日本尊厳死協会

011-584-0434

10 白鳥の会

乳がん

11 ピンクダイヤ

乳がん

004-8631

乳がん

札幌市西区八軒1条西1丁目1-26 ア
063-0841
ルファ琴似駅前ビル402

婦人科がん

札幌市厚別区大谷地西2-3-1北星学園 電話：080-6060-4091
004-8631 大学文学部心理・応用コミュニケー FAX: 011-896-7660
ション学科 大島研究室内
e-mail:accep@asparadise.net

乳がん

062-0001

肝臓がん

049-0116 北斗市飯生2丁目9番22号みやこビル

13

婦人科がんのサポートグループ
アスパラの会

14 ＢＥＣ北海道

15

北海道肝炎患者対策協議会（北肝
協）

情報交換、意見交換、勉強会、医療講演会などの活動を
しています。
ホスピスケア市民講座を年３回、がん患者家族のための
情報提供支援事業「ちえのわ」を年４～５回、ひまわりサ
ロン毎月第１・３火曜日及びなのはなの会（がん患者遺族
会）毎月第１金曜日を団体事務局において開催、会報年３
回発行、気功教室を年３クール（12回/１クール）開催して
います。

アスベスト疾患（中皮腫、肺がん、石綿肺、石綿胸膜
炎、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚など）の患者と家族
の会です。
患者・家族・遺族の交流会と支え合い、労災及び環境災
害としての救済支援と働きかけなどの活動をしています。
３月、６月、９月、12月の各第１土曜日に｢アスベスト医
療・労災相談」及び｢分かち合いの集い｣を開催していま
す。

終末期医療における意思表示の｢尊厳死の宣言書｣（リビ
ング・ウィル）を発行、登録管理をしています。
乳がんの患者団体で、乳がん患者向けのイベント、講演
会への参加、病院で行われる患者会への参加をしているほ
か、演奏会（食事付き）などの企画をしています。

電話:011-614-5401
FAX: 011-614-5170
e-mail:umino@jolibell.com

札幌市厚別区大谷地西2-3-1北星学園
大学文学部心理・応用コミュニケー
電話:011-891-2731（内線2202）
ション学科 大島研究室内 ＮＰＯ
法人キャンサーサポート北海道

札幌市豊平区美園１条５丁目１－２
３ １１０１

団体のホームページ
本部のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
http://www.akebono-net.org

10名
（平成26年2月現在）
10名
（平成26年3月１日現
在）

126名
（平成26年2月20日現
在）

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
http://homepage3.nifty.com/shimin
-hospice/
ブログ
http://blog.canpan.info/shhp/

約80名
（平成26年2月28日現
在）

本部のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
http://www.com-info.org/

45名
（平成26年2月28日現
在）

本部のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
www.chuuhishu-family.net

http://www.ostomy.jp/sapporo/

電話:011-736-0290
FAX:011-299-3186
e-mail：hokkaido@songenshi-kyokai.com

札幌市中央区大通西２０丁目
064-0820
ピアＳ１ビル ４Ｆ

12 ピンクリボン ｉｎ SAPPORO

145名
（平成25年12月10日現
在）

電話：011-764-2824

060-0807

アス

婦人科がん、アスベスト関連疾患の患者や家族の支援等
に取り組み、がん種を超えて活動の幅を広げる中で、北海
道においてがんに関する啓発支援を広く行うために平成26
年1月に発足しました。

放射線治療医によるセカンドオピニオンなどのアドバイ
スの実施、ニュースレターの発刊（年４回）、毎月第３水
曜日に北海道がんセンターひまわりサロンにおいて、患者
会の開催をしています。

札幌市厚別区大谷地西2-3-1北星学園
電話：011-891-2731（内線2202）
004-8631 大学文学部心理・応用コミュニケー
FAX: 011-896-7660
ション学科 大島研究室内

札幌市北区北7条西2丁目6番地 37山
京ビル801

会員数

http://www.ccajfound.or.jp/about/branch/hokkaido

電話(FAX)：011-615-6060
e-mail：shimin-hospice@nifty.com

がん種問わず

9

乳がんの患者団体で、親睦会、学習会、相談室、りらサ
ロン、講演会を定期的に行っています。

電話：011-512-3233

電話：090-3115-1933
e-mail：h-nishiyama@fuga.ocn.ne.jp

札幌市中央区南１条西１６丁目１－
060-0061
２４５ レーベンビル３Ｆ

団体の概要や主な活動等

電話：011-676-3955
FAX: 011-621-9458
e-mail:pinkribbon-sapporo@live.jp

電話(FAX)：011-816-9016
e-mail:bec-sapporo@ae.auone-net.jp

乳がんの患者会で、気持ちの分かち合いをしています。

患者、家族、医療関係者の交流の場づくりを目指し、毎
年、歩行者天国（札幌市）で啓発イベントを行ったり、病
院コンサートやサバイバーズフォーラムなど、様々な活動
を展開しています。

6,340名
（平成26年1月31日現
在）

http://h-songenshi.com

32名
（平成26年2月28日現
在）
20名
（平成26年3月１日現
在）

50名
（平成26年2月28日現
在）

婦人科がんの体験者と支援者が力を合わせて、平成16年6
月に、北海道で初めての婦人科がんのサポートグループと
625名
して発足しました。以来、札幌を拠点に交流会を開いた
（平成26年2月現在） www.asparadise.net
り、情報提供を行うなどしています。
ＮＰＯ法人キャンサーネットジャパン認定の乳がん体験
者コーディネーターの団体です。
４名
主に北海道がんセンター患者サロンひだまりで、月２回
（平成26年3月3日現在）
ボランティア参加しています。

http://hp.kanshinhiroba.jp/tomonokai/pc/index.html

電話：090-6698-8148
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No

団

体

名

がんの種別等

団体の連絡先
郵便番号

所在地

電話・FAX・e-mail

喉頭がん

004-0812

札幌市清田区美しが丘２条３丁目１
－２５ 土田勝則方

電話(FAX)：011-885-2575

YOGA for Cancer
17 ～がんの経験者や治療中の方のた
めのヨガ～

がん種問わず

003-0022

札幌市白石区南郷通２丁目南８－１
０－７０２

電話：090-1309-4858
e-mail:y8room@yahoo.co.jp

18 渡島ホスピス患者・遺族会

がん種問わず

040-0014

函館市中島町２８－３ 宮城富雄様
方

電話(FAX)：0138-55-9513

19 函館がん啓発の会

がん種問わず

042-0915

函館市西旭岡町２丁目５２－３－７
４－２０２

電話：090-9757-2198
e-mail:rfl-h.k.910@hotmail.co.jp

乳がん

041-0812 函館市昭和１丁目１１－１０

16

北海道喉頭摘出者福祉団体｢北鈴
会｣

20 ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝin函館

｢啓風会｣

Team PINK!

がんの手術や治療の後遺症に悩む方たちのヨガクラスを
実施しているほか、情報交換をする茶話会も実施していま
す。

電話(FAX)：0138-41-8249
e-mail:info@t-pink.com

21

血液疾患
患者と家族の会｢いちご会｣

白血病、悪性リ
旭川市金星町１丁目１番６５号 市
ンパ腫、多発性
070-8610
立旭川病院がん相談支援センター
骨髄腫などの血
液のがん

電話：0166-24-3181（内線5372）
e-mail:ichigo@ahmic21.ne.jp

22

がん患者と家族の会
フォーエバー

がん種問わず

050-0072 室蘭市高砂町5丁目28番4号

電話(FAX)：0143-44-8093
e-mail:konuma0127@gmail.com

23

リレーフォーライフ
室蘭実行委員会

がん種問わず

050-0054 室蘭市白鳥台４丁目８番２２号

電話：080-4046-4232
FAX:0143-23-4030
e-mail:rfl_hokkaido@hotmail.co.jp

24 ピンクリボン・ディスカバ

乳がん

073-0012 滝川市黄金町東1丁目１２－２２

e-mail:pr_discove@yahoo.co.jp

25 函館がん患者家族会「元気会」

がん種問わず

049-0101 北斗市追分４－１１－２６

電話(FAX)：0138-48-2056

一般社団法人グループ・
ネクサス・ジャパン北海道支部

悪性リンパ腫

158-0091

26

27 ＮＰＯ法人

ＧＩＳＴＥＲＳ

28 北海道肺がん患者と家族の会

29

特定非営利活動法人ﾊﾟﾝｷｬﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ
北海道ｱﾌｨﾘｴｰﾄ

30 Ｌｕｘｉａ（ラクシア）

小沼方

東京都世田谷区中町２－２１－１２
なかまちＮＰＯセンター内（本部）

ジスト（GIST：
横浜市中区桜木町１－１－５６ ク
消化管間質腫
231-0062 リーンセンタービル４Ｆ・５Ｆ 横
瘍）
浜市市民活動支援センター内
肺がん

札幌市豊平区平岸１条６丁目３－４
062-0931 ０ ＫＫＲ札幌医療センター医療相
談室

膵臓がん

004-0052

札幌市厚別区厚別中央2条5丁目331102

団体の概要や主な活動等
喉頭全摘出により声を失った方で組織された患者団体
で、全道に９支部（札幌、旭川、釧路、北見、根室、帯
広、苫小牧、室蘭、小樽）あり、月２～４回発声訓練を実
施しているほか、年５回３泊４日の宿泊訓練を行っていま
す。

電話：03-6432-2567
FAX:03-6880-1464

電話：080-3258-7024
090-1766-0828（19:00～21:00）
FAX:011-775-1756
e-mail:mint-0418-mone@aroma.ocn.ne.jp
電話（FAX）：011-822-1811
e-mail:rei12ko@khc.biglobe.ne.jp

電話：080-9329-3643

e-mail:luxia.hmni@gmail.com

2／2

毎月末土曜日に渡島ホスピス談話室において、世話会を
開催しています。
年１回（７月）がん啓発イベントを開催しています。
イベントを通して、地域の｢がんへの認識度｣を高め、｢が
ん検診受診率｣のアップを目指しています。
女性の健康と命、美しさを守るため、乳がんの早期発
見・早期受診を呼びかけています。
幅広い年齢層で集まり、男女共に協力し合いながら乳が
んの啓発運動を行っています。

会員数

300名

15名
（平成26年3月25日現
在）

団体のホームページ

http://www12.ocn.ne.jp/~koe/

http://8room.info

10名
（平成26年2月１日現
在）

http://www.t-pink.com/

血液の病気全般に渡り患者や家族からの相談を受け付け
ています。（面談、メール、電話）また、年２回程度の交
http://ichigo-japan.jimbo.com/
流会の開催、専門医によるセミナーの開催や会報発行を行
うなど、患者・家族間の交流を深める活動をしています。
がんの種別を問わないがん患者や家族又は医療者も参加
15名
する参加型の会です。（出席時のみ会費300円）
（平成26年2月22日現
主に月１回第４土曜日に市立室蘭総合病院２階の応接室
在）
で定例会を行っています。（茶話会です。）
がん患者支援及びがん撲滅を目的とした団体です。
実行委員14名
毎年８月下旬に室蘭市祝津町の道の駅｢みたら室蘭｣横の
http://blog.goo.ne.jp/relay_for_l
（平成26年3月１日現
広場において、がん患者や家族、医療関係者、市民約700名
ife_hokkaido
在）
が集まりチャリティーイベントを開催しています。
乳がんの早期発見・早期治療の啓発活動で、乳がん患者
http://blogs.yahoo.co.jp/pr_disco
35名
と思いを同じくしてくれている方で構成されています。
（平成26年3月1日現在） ve
主に町のイベントや講演活動などを行っています。
月１回市立函館病院で患者サロンを開催しています。そ
35名
のほか、ロープウェイランチやゆる体操などを行ったり、
（平成26年1月31日現
年１回、市民も参加できる講演会・フォーラムなどを開催
在）
しています。
平成20年に患者、家族を中心に北海道支部を設立。現在
はランチ会を年に３回、交流会１回を開催しています。そ
の他｢悪性リンパ腫医療セミナー｣を北日本血液研究会の医
本部のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
1,600名（全国）
師との共催で毎年６月に開催しています。
本部は東京で全国に大阪、福岡など９支部があります。 （うち道支部は約70名） http://www.group-nexus.org/nexus/
入会希望の方は本部のホームページか事務局に直接問い合
わせ願います。
ジスト患者と家族がお互いに支え合い、情報を交換し、
51名（全国）
ジストや稀少がんの啓発及び支援を行っています。
（平成25年3月23日現
在）

奇数月第一水曜日にＫＫＲ医療センター院長の磯部先生
をアドバイザーにお迎えして、患者会開いています。
日本肺がん患者連絡会に加盟しています。
偶数月の第3土曜日に患者・家族のサロンを開催している
ほか、年２～３回医療セミナーを実施するほか、北海道庁
や医療機関と力を合わせ難治性がん啓発キャンペーンを実
施します。
50歳までのがん患者の方、もしくは18歳までのお子様をお
持ちのがん患者の方を対象としたがんサロンを月１回程度
開催しています。若い世代の方のためのがんサロンです。

http://www.gisters.info/

http://sasaei.blog.fc2.com/

https://www.facebook.com/luxia.hm
ni/

