指定医研修開催状況一覧（平成28年12月1日～平成29年3月31日）

自治体名

研修開催日時
（受付開始時間は、研修開
始時間の20～30分前）

研修開催会場
（（）内は住所）

研修申込〆切日（必着日）

自治体HPでの研修の案内
（掲載している場合のみURLを記載）

問い合わせ先

保健福祉部健康安全局地
域保健課感染症・特定疾
患グループ
011-231-4111（代表）
25-523（内線）

北海道

（平成28年度に予定され
ている研修会は全て終
了）

-

-

-

青森県

平成29年1月29日(日)
13:00～17:00

平成29年1月6日(金)

青森県医師会館7階大ホール
（青森県青森市新町2丁目8-21）

http://www.pref.aomori.lg.jp/w 健康福祉部保健衛生課難
elfare/health/nanbyou病対策グループ
siteiikensyuu.html
017-734-9215（直通）

岩手県

平成28年12月1日(木)
18：30～20：30

平成28年11月17日(木)

岩手医科大学附属病院
岩手医科大学創立60周年記念館8階研修室
（岩手県盛岡市中央通1丁目2-1）
他、8会場でTV会議システムにより配信

http://www.pref.iwate.jp/iryou
康予防担当（難病）
/kenkou/nanbyo/044753.html

平成29年1月17日(火)
18:30～20:00

平成29年1月10日(火)

平成29年3月7日(火)
18:30～20:00

平成29年2月27日(月)

宮城県庁2階講堂
（宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号）

平成28年12月11日(日)
12:30～15:30

平成28年12月1日(木)

大館北秋田医師会館
（秋田県大館市根下戸新町１－８）

宮城県庁2階講堂
（宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号）

宮城県

秋田県

保健福祉部健康国保課健
019-629-5471（直通）

http://www.pref.miyagi.jp/sosh 疾病・感染症対策室 難
iki/situkan/nanbyou-siteii病対策班
kouhyou.html
022-211-2636（直通）

平成29年1月29日(日)
12:30～15:30

平成29年1月19日(木)

横手市交流センター／Ｙ２（わいわい）プ
ラザ
（秋田県横手市駅前町１－２１）

平成29年1月21日(土)
14:00～18:00

平成28年11月30日(水)

山形国際交流プラザ(ビッグウイング)
４階 中会議室
（山形県山形市平久保100番地）

平成29年1月28日(土)
14:00～18:00

平成28年11月30日(水)

伝国の杜置賜文化ホール 大会議室
（山形県米沢市丸の内一丁目2番1号）

平成29年2月18日(土)
14:00～18:00

平成28年11月30日(水)

日本海総合病院 ２階 講堂
（山形県酒田市あきほ町30番地）

平成29年2月25日(土)
14:00～18:00

平成28年11月30日(水)

山形国際交流プラザ(ビッグウイング)
４階 中会議室
（山形県山形市平久保100番地）

平成29年1月22日(日)
13:00～16:30（予定）

未定

郡山市中央公民館多目的ホール（予定）
（福島県郡山市麓山一丁目8-4）

山形県

福島県

健康福祉部健康推進課
健康危機管理・疾病対策
班
018-860-1424（直通）

http://www.pref.yamagata.jp/ou 健康福祉部障がい福祉課
/kenkofukushi/090004/shido難病対策担当
nanbyo/siteiikensyu.html
023-630-3296（直通）

-

保健福祉部健康増進課
024-521-7237（直通）

平成29年2月12日(日)
13:00～16:30（予定）

未定

福島県立医科大学講堂（予定）
（福島県福島市光が丘1番地）

茨城県

平成29年2月4日(土)
13:30～17:00

平成28年12月28日(水)

茨城県庁9階講堂
（茨城県水戸市笠原町978-6）

http://www.pref.ibaraki.jp/hok 保健福祉部保健予防課疾
enfukushi/yobo/shitpei/yobo/na
病対策グループ
nbyo/tokutei029-301-3220（直通）
shikkan/index.html

栃木県

平成28年12月11日(日)
9：30～16:20

平成28年11月21日(月)

宇都宮市田原コミュニティプラザ多目的
ホール
（栃木県宇都宮市上田原町1番地）

http://www.pref.tochigi.lg.jp/
病対策担当
e04/siteii.html

平成29年2月19日(日)
10:00～16:40（予定）

未定

平成29年3月5日(日)
10:00～16:40（予定）

未定

群馬県立県民健康科学大学大講義室
（群馬県前橋市上沖町323-1）

埼玉県

平成29年1月22日(日)
10:00～16:35

平成28年12月14日(水)
埼玉県医師会必着

埼玉県県民健康センター2階大ホール
（埼玉県さいたま市浦和区仲町3丁目5-1）

保健医療部疾病対策課
http://www.pref.saitama.lg.jp/
指定難病対策担当
a0705/nanbyo/siteii.html
048-830-3491(直通)

千葉県

平成29年3月5日(日)
10:00～17:00

平成29年2月17日(金)

千葉県教育会館 新館大ホール
（千葉県千葉市中央区中央4-13-10）

(千葉県庁HP内に掲載予定)

平成28年12月25日（日）
14:00～17:30

平成28年12月2日(金)

東京外国語大学府中キャンパス
（東京都府中市朝日町3‐11‐1）

平成29年2月26日（日）
14:00～17:30

平成29年2月3日(金)

法政大学市ヶ谷キャンパス
（東京都千代田区富士見2‐17‐1）

平成29年3月18日（土）
14:00～17:30

平成29年2月24日(金)

東京経済大学国分寺キャンパス
（東京都国分寺市南町1‐7‐34）

群馬県立県民健康科学大学大講義室
（群馬県前橋市上沖町323-1）

群馬県

東京都

保健福祉部健康増進課難
028-623-3086（直通）

健康福祉部保健予防課難
(日程確定後、群馬県庁HP内に 病対策係
掲載予定)
027-226-2611（直通）

健康福祉部疾病対策課
難病・アレルギー対策班
043-223-2662（直通）

http://www.fukushihoken.metro. 福祉保健局保健政策部疾
tokyo.jp/iryo/nanbyo/nk_shien/
病対策課疾病対策担当
n_josei/shiteii_kikan/shiteii_
03-5320-4471（直通）
oshirase/shiteii_kenshu.html

自治体名

研修開催日時
（受付開始時間は、研修開
始時間の20～30分前）

研修開催会場
（（）内は住所）

研修申込〆切日（必着日）

平成28年12月18日(日)
9:30～12:30

平成28年12月16日(金)

神奈川県総合医療会館7階講堂
（神奈川県横浜市中区富士見町3-1）

平成29年１月８日(日)
9:30～12:30

平成28年12月16日(金)

神奈川県総合医療会館7階講堂
（神奈川県横浜市中区富士見町3-1）

神奈川県

自治体HPでの研修の案内
（掲載している場合のみURLを記載）

問い合わせ先

-

保健福祉局保健医療部が
ん・疾病対策課難病対策
グループ
045-210-4777（直通）

福祉保健部健康対策課難
病等対策係
025-280-5202（直通）

平成29年２月５日(日)
9:30～12:30

平成28年12月16日(金)

神奈川県総合医療会館7階講堂
（神奈川県横浜市中区富士見町3-1）

平成29年３月20日(月)
9:30～12:30

平成28年12月16日(金)

神奈川県総合医療会館7階講堂
（神奈川県横浜市中区富士見町3-1）

新潟県

平成28年12月18日(金)
10:00～17:00

平成28年12月2日(金)

新潟県医師会3階大講堂
（新潟県新潟市中央区医学町通2番町13）

-

富山県

平成29年2月26日(日)
13:30～16:30

平成29年2月15日(水)

富山市保健所2階健康教育室
（富山県富山市蜷川459番地1）

http://www.pref.toyama.jp/cms_
病対策班
sec/1205/kj00014876.html

石川県

未定

-

-

健康保健福祉部 健康推
(日程確定後、石川県庁HP内に 進課難病対策グループ
掲載予定)
076-225-1448（直通）

福井県

未定

-

-

-

山梨県

未定
（平成29年2月上旬予定）

-

福祉保健部健康増進課母
(日程確定後、山梨県庁HP内に 子保健・難病担当
掲載予定)
055-223-1496（直通）

長野県

（平成28年度に予定され
ている研修会は全て終
了）

-

-

-

厚生部健康課感染症・疾
076-444-4513（直通）

健康福祉部健康増進課疾
病対策グループ
0776-20-0350（直通）

健康福祉部保健保健・疾
病対策課がん・疾病対策
係
026-235-7150（直通）

岐阜県医師会館６階大会議室
（岐阜県岐阜市薮田南3-5-11）
以下、TV会議システムによる配信会場
恵那医師会
（岐阜県中津川市茄子川1683-180）
高山市医師会
（岐阜県高山市花岡町2-18）
多治見市医師会
（岐阜県多治見市音羽町3-19）

http://www.pref.gifu.lg.jp/kod 健康福祉部保健医療課難
omo/kenko/nanbyo病対策係
taisaku/11223/shitei058－272－8276（直通）
nanbyo/shiteii-kenshu.html

岐阜県

平成29年1月9日(月)
10:30～17:00

平成28年12月22日(金)

静岡県

平成29年1月15日(金)
10:00～16:00

平成29年1月6日(金)

プラザヴェルデ沼津
（静岡県沼津市大手町1－1－4）

https://www.pref.shizuoka.jp/k 健康福祉部疾病対策課難
病対策班
ousei/ko420a/nanbyo/shiteiikennshuu/ke
nnshuu.html
054-221-3393（直通）

平成28年12月4日(日)
10:00～17:15

平成28年11月25日（金）
（定員に到達次第締切）

愛知県医師会館9階大講堂
愛知県名古屋市中区栄4-14-28

http://www.pref.aichi.jp/kenko
taisaku/tokuteisikkan/shiteiik
健康福祉部保健医療局健
ensyu/shiteiikensyu.html

愛知県
未定
（平成29年１月末頃予
定）

-

-

平成29年2月12日(日)
10:00～16:00

平成29年1月27日(金)

三重県四日市庁舎6F大会議室
（三重県四日市市新正4丁目21-5）

平成29年2月19日(日)
10:00～16:00

平成29年2月3日(金)

三重県松阪庁舎6F大会議室
（三重県松阪市高町138）

平成29年3月5日(日)
10:00～16:00

平成29年2月17日(金)

三重県津庁舎6F大会議室
（三重県津市桜橋3丁目446-34）

平成29年2月26日(日)
13:00～18:00

平成29年1月13日(金)

滋賀県立成人病センター研究棟研究所講堂
（滋賀県守山市守山五丁目4番30号）

康対策課原爆・難病企画
グループ
052-954-6268（直通）
(日程確定後、愛知県庁HP内に
掲載予定)

健康福祉部医療対策局健
三重県

http://www.pref.mie.lg.jp/KENK 康づくり課疾病対策班
OT/HP/m0068900033.htm

059-224-2334（直通）

健康医療福祉部障害福祉
滋賀県

http://www.pref.shiga.lg.jp/e/ 課障害認定・難病係
shogai/nanbyousitei.html
077-528-3547,077-528-

3543（直通）

京都府

（平成28年度に予定され
ている研修会の受付は全
て終了）

-

-

-

健康福祉部健康対策課疾
病対策担当
075-414-4737（直通）

自治体名

研修開催日時
（受付開始時間は、研修開
始時間の20～30分前）

研修開催会場
（（）内は住所）

研修申込〆切日（必着日）

平成28年12月18日(日)
13:00～16:20

未定
(定員に達し次第〆切)

大阪府医師会館
（大阪府大阪市天王寺区上本町2丁目1-22）

平成29年2月19日(日)
13:00～16:20

未定
(定員に達し次第〆切)

大阪府医師会館
（大阪府大阪市天王寺区上本町2丁目1-22）

平成29年1月9日(月)
11:00～16:30

平成28年11月30日(水)

兵庫県民会館 9階 けんみんホール
（兵庫県神戸市中央区下山手通4-16-3）

平成28年11月25日（金）

奈良県社会福祉総合センター ５階研修室
Ｂ・Ｃ
（奈良県橿原市大久保町320番11）

大阪府

自治体HPでの研修の案内
（掲載している場合のみURLを記載）

問い合わせ先

健康医療部保健医療室地
http://www.pref.osaka.lg.jp/ke 域保健課難病認定グルー
nkozukuri/atarasiiiryouhizyose プ
/siteiikennsyuu.html
06-6941-0351（代表）

2518（内線)

健康福祉部健康局
兵庫県

https://web.pref.hyogo.lg.jp/k 疾病対策課
f16/nanbyoushiteii.html
がん・難病対策班

078-341-7711（代表）
平成28年12月11日（日）
10:20～16:30
奈良県

医療政策部保健予防課難

http://www.pref.nara.jp/item/1
病･医療支援係
67896.htm#moduleid17426

0742-27-8660（直通）

和歌山県

平成29年1月22日（日）
10:20～16:30

平成28年11月25日（金）

ならまちセンター市民ホール
（奈良県奈良市東寺林町38番地）

（平成28年度に予定され
ている研修会は全て終
了）

-

-

-

福祉保健部健康局健康推
進課がん・疾病対策班
073-441-2640（直通）

-

福祉保健部健康医療局健
康政策課がん・生活習慣
病対策室
0857-26-7194（直通）

鳥取県西部医師会館
（鳥取県米子市久米町136）
鳥取県

平成28年12月18日（日）
12:00～17:50

平成28年12月2日(金)

以下、TV会議システムによる配信会場
鳥取県医師会館
（鳥取県鳥取市戎町317）
鳥取県中部医師会
（鳥取県倉吉市旭田町18）

島根県

（平成28年度に予定され
ている研修会は全て終
了）

-

-

-

健康福祉部健康推進課母
子・難病支援グループ
0852-22-5267（直通）

岡山県

（平成28年度に予定され
ている研修会の受付は全
て終了）

-

-

-

保健福祉部医薬安全課特
定保健対策班
086-226-7339（直通）

広島県

平成28年12月21日(水)
19:00～21:00

平成28年12月14日(水)

佐伯地区医師会館大会議室
健康福祉局健康対策課疾
https://www.pref.hiroshima.lg.
（広島県廿日市市本町5-1 廿日市市商工保 jp/soshiki/57/siteii.html
病対策グループ
健会館2階）
082-513-3070（直通）

山口県

平成29年2月19日(日)
13:00～17:00

平成29年2月10日(金)

山口県総合保健会館
（山口県山口市吉敷下東3-1-1）

http://www.pref.yamaguchi.lg.j 健康福祉部健康増進課精
p/cms/a15200/nanbyou/shiteiike 神・難病班
nsyuu.html
083-933-2958（直通）

徳島県

（平成28年度に予定され
ている研修会の受付は全
て終了）

-

-

-

保健福祉部健康増進課
感染症・疾病対策室感染
症・疾病対策担当
088-621-2227（直通）

香川県

（平成28年度に予定され
ている研修会は全て終
了）

-

-

-

健康福祉部健康福祉総務
課難病等対策グループ
087-832-3272（直通）

愛媛県

（平成28年度に予定され
ている研修会は全て終
了）

-

-

-

保健福祉部健康衛生局健
康増進課難病対策係
089-912-2404（直通）

平成29年1月8日(日)
10:30～16:50

平成28年12月9日(金)

高知市文化プラザかるぽーと11階大講義室
（高知県高知市九反田2-1）

平成29年1月15日(日)
10:30～16:50

平成28年12月9日(金)

高知市文化プラザかるぽーと11階大講義室
（高知県高知市九反田2-1）

平成28年12月18日(日)
11:00～16:55

未定
(定員に達し次第〆切)

九州大学医学部百年講堂
（福岡県福岡市東区馬出3-1-1）

高知県

保健医療介護部健康増進

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/
課疾病対策係
contents/nanbyoukensyuu.html

福岡県

佐賀県

http://www.pref.kochi.lg.jp/so 健康政策部健康対策課難
shiki/130401/2015110600109.htm 病担当
l
088-823-9678（直通）

平成28年12月25日(日)
11:00～16:55

未定
(定員に達し次第〆切)

北九州市立大学本館特大教室
（福岡県北九州市小倉南区北方4-2-1）

平成29年1月15日(日)
12:00～18:00

平成29年1月6日(金)

佐賀市文化会館大会議室
佐賀県佐賀市日の出1丁目21-10
長崎県医師会館
（長崎県長崎市茂里町3番27号）

092-643-3267（直通）

健康福祉部健康増進課疾

http://www.pref.saga.lg.jp/kij
病対策担当
i00334731/index.html

0952-25-7075(直通)

https://www.pref.nagasaki.jp/b 福祉保健部国保・健康増
unrui/hukushi進課疾病対策班
hoken/iryo/nanbyo/
095-895-2496（直通）

平成29年2月26日(日)
9:30～16:15

平成29年2月16日（木）

熊本県

未定
（平成29年2～3月を予
定）

-

-

健康福祉部健康局健康づ
くり推進課総務・特定疾
(日程確定後、熊本県庁HP内に
病班
掲載予定)
096-333-2210（直通）

大分県

未定

-

-

福祉保健部健康づくり支
(日程確定後、大分県庁HP内に 援課がん・難病対策係
掲載予定)
097-506-2678（直通）

長崎県

以下、TV会議システムによる配信会場
各郡市医師会館

自治体名

研修開催日時
（受付開始時間は、研修開
始時間の20～30分前）

研修開催会場
（（）内は住所）

研修申込〆切日（必着日）

自治体HPでの研修の案内
（掲載している場合のみURLを記載）

問い合わせ先

宮崎県庁7号館4階745号室
（宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号）
平成28年12月18日(日)
14:00～17:00

平成28年11月18日(金)

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

以下、TV会議システムによる配信会場
都城総合庁舎2階第2会議室
（宮崎県都城市北原庁24－21）
延岡総合庁舎3階301会議室
（宮崎県延岡市愛宕町2-15）

http://www.pref.miyazaki.lg.jp
/kenkozoshin/kenko/hoken/20150
702142615.html
福祉保健部健康増進課疾

病対策担当
0985-26-7079（直通）

未定
（平成29年2月
土・日のいずれかの日で
14:00～17:00）

-

-

(日程確定後、宮崎県庁HP内に
掲載予定)

平成29年2月5日(日)

平成29年1月27日（金）

鹿児島県医師会館４階大ホール
(鹿児島県鹿児島市中央町8-1)

http://www.pref.kagoshima.jp/a 保健福祉部健康増進課疾
e06/kenko-fukushi/kenko病対策係
iryo/sippei/shiteii099-286-2714（直通）
kensyu.html

（平成28年度に予定され
ている研修会の受付は全
て終了）

-

-

-

保健医療部薬務疾病対策課
098-866-2215（直通）

