
厚生労働省難病対策課調べ（H30.9.21現在）

自治体名 研修開催日時 研修申込〆切 研修開催場所
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

平成30年11月18日（日） 平成30年10月16日（火）
ACU-A 大研修室1614

(札幌市中央区北4条西5丁目
アスティ45　16階)

未定
（2月～3月頃予定）

－ －

青森県
未定

(31年1月～2月頃予定）
－ － －

健康福祉部保健衛生課難病対策グループ
017-734-9215（直通）

岩手県 平成30年１月～ 平成30年１月～
WEB研修

（岩手県ホームページ）
http://www.pref.iwate.jp/iryou/ken
kou/nanbyo/044753.html

保健福祉部健康国保課健康予防担当（難病）
019-629-5471（直通）

宮城県
（仙台市と共同運営）

－ － WEB研修
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/si
tukan/nanbyou-shiteii-
kenshuu.html

保健福祉部 疾病・感染症対策室 難病対策班
022-211-2636（直通）

平成30年6月17日(日)
12:30～15:40

平成30年6月13日(水)
秋田県医師会館会議室

秋田県秋田市千秋久保田町６の６
－

平成30年7月22日(日)
12:30～15:40

平成30年7月18日(水)
秋田県医師会館会議室

秋田県秋田市千秋久保田町６の６
－

山形県 随時 随時
WEB研修

（山形県ホームページ）

http://www.pref.yamagata.jp/ou/ke
nkofukushi/090004/shido-
nanbyo/kensyu.html

健康福祉部障がい福祉課
難病対策担当
023-630-3296（直通）

平成30年8月19日（日）
13:00～16:30

平成30年8月10日（金）
杉妻会館

（福島市杉妻町３－４５）

平成30年9月9日（日）
13:00～16:30

平成30年8月31日（金）
郡山ユラックス熱海

（郡山市熱海町熱海二丁目１４８－
２）

茨城県
平成30年10月7日（日）

12：30～17：00
平成30年9月14日（金）

筑波大学附属病院　筑波大学　医学
専門学群棟　臨床講義室Ａ
茨城県つくば市天久保2-1-1

http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfuk
ushi/yobo/shitpei/yobo/nanbyo/to
kutei-shikkan/index.html

保健福祉部疾病対策課難病対策グループ（直通）

029-301-3220（直通）

栃木県 随時 随時 WEB研修
http://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/si
teiikennsyuu.html

健康増進課難病対策担当
TEL 028-623-3086

群馬県
平成30年9月2日(日)

実施済
受付終了 － －

健康福祉部保健予防課難病対策係
027-226-2611（直通）

平成30年11月11日(日)
10:00～16:35

平成30年10月26日(金)
埼玉県県民健康センター

埼玉県さいたま市浦和区仲町3-5-1

平成31年2月17日(日)
10:00～16：35

平成31年2月1日(金)
埼玉県県民健康センター

埼玉県さいたま市浦和区仲町3-5-1

千葉県
（千葉市と共同運営）

平成30年11月25日（日）
13:30～16:45

平成30年11月8日(木)
千葉県教育会館

本館　６０４会議室
千葉市中央区中央4-13-10

https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei
/alle-
nan/nanbyouiryouhou/siteii.html

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）

平成30年8月5日（日）
14：00～17：30

平成30年7月13日(金)
品川フロントビル（東京都港区港南

２－３－１３）

平成30年11月4日（日）
14：00～17：30

平成30年10月12日(金)
八王子エルシィ（東京都八王子市八

日町６－７）

平成31年2月3日(日）
14：00～17：30

平成31年1月11日(金)
ベルサール三田（港区三田３－５－
２７ 住友不動産三田ツインビル西

館１Ｆ）

平成30年6月17日（日）
9：30～12：00

平成30年5月25日（金）

平成30年10月7日（日）
9：30～12：00

平成30年9月14日（金）

平成30年12月16日（日）
9：30～12：00

平成30年11月22日（木）

平成31年2月3日（日）
9：30～12：00

平成31年1月11日（金）

新潟県
（新潟市と共同運営）

平成30年７月１日（日）
10:00～17:00

平成30年6月21日(木)
必着

新潟県医師会館３F大講堂
新潟県新潟市中央区医学町通二番町

13番地

http://www.pref.niigata.lg.jp/kenko/
1356892003993.html

新潟県福祉保健部健康対策課
025-280-5202
新潟市保健所保健管理課
025-212-8183

富山県 随時 随時
WEB研修

（富山県ホームページ）
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec
/1205/index.html

厚生部健康課
感染症・疾病対策班
076-444-4513（直通）

石川県 平成31年3月2日（土）予定 平成31年2月15日（金）予定 金沢市駅西健康ホール 予定
石川県ホームページに今後掲載予

定
石川県健康福祉部健康推進課難病対策グループ
076-225-1448（直通）

福井県 未定 － － －
福井県健康福祉部健康増進課疾病対策グループ
0776-20-0350（直通）

山梨県 平成31年2月～3月を予定 未定 未定 未定
福祉保健部健康増進課母子保健・難病担当
055-223-1496（直通）

東京都

http://www.fukushihoken.metro.tok
yo.jp/iryo/nanbyo/nk_shien/n_josei
/shiteii_kikan/shiteii_oshirase/shitei

i_kenshu.html

福祉保健局保健政策部疾病対策課疾病対策担当
03-5320-4471（直通)

神奈川
神奈川県総合医療会館（7階講堂）

横浜市中区富士見町3－1
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/
nf5/cnt/f531594/p1110880.html

神奈川県健康医療局
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）

福島県
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec
/21045a/siteiiiryoukikan-siteii.html

保健福祉部健康増進課　難病担当
024-521-7237(直通)

埼玉県
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0705
/nanbyo/siteii.html

保健医療部
疾病対策課
指定難病対策担当
048-830-3562（直通）

指定医研修開催予定（平成30年度）

北海道
（札幌市と共同運営）

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/k
th/kak/tokusitu/tokushitsushitei01.
htm

保健環境部健康安全局
地域保健課
感染症・特定疾患グループ
011-231-4111（道庁代表）

秋田県
健康福祉部保健・疾病対策課疾病対策班
018-860-1424（直通）
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厚生労働省難病対策課調べ（H30.9.21現在）

自治体名 研修開催日時 研修申込〆切 研修開催場所
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

指定医研修開催予定（平成30年度）

長野県
平成30年8月11日（土）

（Webによる協力難病指定医研
修は随時受講可）

平成30年7月23日（月）
（Webによる協力難病指定医

研修は随時受講可）

信州大学工学部　信州科学技術総合
振興センター

https://www.pref.nagano.lg.jp/hoke
n-
shippei/kenko/kenko/nanbyo/siteii
kensyu30.html

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

岐阜県 平成31年1月14日（予定) － － －
健康福祉部保健医療課難病対策係
058-272-1111（内線2546）

静岡県 平成30年11月25日（予定） －
東部健康福祉センター
沼津市高島本町1-3

http://www.pref.shizuoka.jp/kousei
/ko-
420a/nanbyo/shiteiikennshuu/kenn
shuu.html

静岡県健康福祉部医療健康局疾病対策課難病対策班
054-221-3393（直通）

平成30年8月5日（日）
10:00～17:15

－
愛知県医師会館　８階８０１～８０

４会議室

平成30年12月9日（日）
10:00～17:15

－
愛知県医師会館　８階８０１～８０

４会議室

協力難病指定医研修
平成30年5月13日(日)

13:30～15:30

平成30年5月2日(水)
必着

吉田山会館２F第206会議室
三重県津市栄町１丁目891番地

難病指定医研修は開催時期未定 － －

協力難病指定医研修会
平成30年6月30日(土)

13:30～16:30

平成30年6月15日
必着

滋賀県　大津合同庁舎　７階　７－
D会議室

大津合同庁舎３丁目１－１

http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shogai
/nanbyousitei.html

難病指定医研修会
平成30年11月4日（日）

未定 未定 10月以降に上記HPへ掲載予定

平成30年10月21日（日）
10:30～16:30

平成31年2月24日（日）
10:30～16:30

大阪府 随時 －
WEB研修

（大阪府ホームページ）

http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkoz
ukuri/atarasiiiryouhizyose/siteiiken
nsyuu.html

健康医療部保健医療室地域保健課難病認定グループ
06-6941-0351（内線2518）

兵庫県 随時 －
WEB研修

（兵庫県ホームページ）
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/n
anbyoushiteii.html

健康福祉部健康局疾病対策課
がん・難病対策班
078-341-7711（代表）

奈良県
平成30年12月16日（日）

13:00～16:30
平成30年11月（予定）

かしはら万葉ホール　研修室2
奈良県橿原市小房町11番5号

掲載予定
健康推進課
難病・医療支援係
0742-27-8660

和歌山県
平成30年8月5日（日）

13:30～17:00
平成30年7月20日（金）

ＪＡビル　2階　和ホール
和歌山県和歌山市美園町5丁目1-1

https://www.pref.wakayama.lg.jp/pr
efg/041200/h_sippei/nanbyou/siteii
list.html

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）

鳥取県 未定 － － －
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

島根県
平成30年8月5日（日）

9：30～17：00
平成30年7月27日(金)

島根県医師会館
松江市袖師町1-31
浜田市医師会館

浜田市松原町277-8

－
健康福祉部健康推進課母子・難病支援グループ
0852-22-5324（直通）

岡山県
（岡山市と共同運営）

平成30年6月3日(日)
9:00～16:30

平成30年5月25日(金)
必着

岡山県医師会館　4階401会議室
岡山県岡山市北区駅元町19-2

http://www.pref.okayama.jp/page/4
56976.html

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
（広島市と共同運営）

未定 － － －
広島県健康福祉局
健康対策課疾病対策グループ
082-513-3070（直通）

徳島県 未定 － － － 保健福祉部健康増進課感染症・疾病対策室

香川県 未定 － － －
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）

＜協力難病指定医研修会＞
平成30年4月29日(日)

10:30～12:30

平成30年4月25日(水)
必着

愛媛県医師会館

愛媛県松山市三番町４丁目5-3

＜難病指定医研修会＞
平成30年12月予定

10:30～12:30
未定

愛媛県医師会館

愛媛県松山市三番町４丁目5-3

平成30年5月9日(水)
19:00～20:30

平成30年5月15日（火）
19:00～20:30

平成30年5月20日(日)
10:00～11:30

※協力難病指定医養成研修

平成30年4月27日(金)
高知県庁　本庁舎４階会議室
（高知市丸ノ内１丁目２-20）

平成31年1月頃
※難病指定医養成研修

未定 －

福岡県
（福岡市と共同運営）

未定 － － －
がん感染症疾病対策課
難病対策係
092-643-3267(直通)

佐賀県
平成30年6月17日(日)

13:00～17:30
平成30年6月8日(金)

必着
佐賀県庁新館１１F１１号会議室

佐賀県佐賀市城内１丁目１番５９号
http://www.pref.XXXX.jp/～

健康福祉部健康福祉課疾病対策担当
0952-25-7074

愛媛県
https://www.pref.ehime.jp/h25500/
kenkou/kenjou/nanbyou15.html

保健福祉部健康増進課難病対策係
089-912-2404（直通）

高知県
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/
130401/2015032400412.html

健康政策部健康対策課難病担当
088-823-9678（直通）

滋賀県

健康福祉部障害福祉課
障害認定・難病係
TEL）077-528-3547
FAX）077-528-4853

京都府
（京都市と共同運営）

平成30年9月28日(金)
必着

京都府医師会館
３階３１０会議室

http://www.pref.kyoto.jp/nanbyou/
sitei-kensyu.html

健康福祉部健康対策課疾病対策担当
075-414-4737（直通）

愛知県
（名古屋市と共同運

営）

http://www.pref.aichi.jp/kenkotaisa
ku/tokuteisikkan/shiteiikensyu/shit
eiikensyu.html

健康福祉部保健医療局
健康対策課難病対策グループ
052-954-6270（直通）

三重県
http://www.pref.mie.lg.jp/KENKOT/
HP/m0068900054.htm

医療保健部健康づくり課疾病対策班
059-224-2334（直通）
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厚生労働省難病対策課調べ（H30.9.21現在）

自治体名 研修開催日時 研修申込〆切 研修開催場所
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

指定医研修開催予定（平成30年度）

長崎県
平成30年7月1日(日)

9:45～15:45
平成30年6月25日(月)

必着

長崎県医師会館
（長崎県長崎市茂里町3番27号）

以下、TV会議システムによる配信会
場

各郡市医師会館

http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/
hukushi-
hoken/iryo/nanbyo/326192.html

福祉保健部国保・健康増進課疾病対策班
095-895-2496（直通）

熊本県
（熊本市と共同運営）

未定 － － －
健康福祉部健康局健康づくり推進課 総務・特定疾病班
096-333-2210（直通）

大分県
平成30年6月2日(土)

14:00～17:00
平成30年5月11日(金)

大分県薬剤師会　3階研修ホール
大分市大字豊饒字光屋441-1

https://www.pref.oita.jp/soshiki/12
210/nanbyousiteii218-312.html

福祉保健部健康づくり支援課がん・難病対策班
097-506-2678（直通）

宮崎県 未定 － － － －

鹿児島県
平成30年8月11日（土）

13:00～17:35
平成30年8月4日（土）

鹿児島県医師会館
４階大ホール

https://www.pref.kagoshima.jp/ae0
6/kenko-fukushi/kenko-
iryo/sippei/shiteii-kensyu.html

くらし保健福祉部健康増進課疾病対策係
099－286－2714（直通）

沖縄県
未定

（外部に委託予定）
－ －

http://www.pref.okinawa.jp/site/ho
ken/chiikihoken/shippei/training.ht
ml

保健医療部地域保健課疾病対策班
098-866-2215（地域保健課）

平成30年11月18日（日） 平成30年10月16日（火）
ACU-A 大研修室1614

(札幌市中央区北4条西5丁目
アスティ45　16階)

未定
（2月～3月頃予定）

－ －

仙台市
（宮城県と共同運営）

－ － WEB研修
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/si
tukan/nanbyou-shiteii-
kenshuu.html

保健福祉部 疾病・感染症対策室 難病対策班
022-211-2636（直通）

さいたま市

平成30年6月3日（日）
10:00～11:30

（協力難病指定医研修のみの開
催）

平成30年6月1日（金）
必着（先着順）

さいたま市保健所 2階 第1研修室
さいたま市中央区鈴谷7-5-12

http://www.city.saitama.jp/002/001
/012/p056897.html

さいたま市保健所疾病予防対策課特定医療給付係
048-840-2219（直通）

千葉市
（千葉県と共同運営）

平成30年11月25日（日）
13:30～16:45

平成30年11月8日(木)
千葉県教育会館

本館　６０４会議室
千葉市中央区中央4-13-10

https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei
/alle-
nan/nanbyouiryouhou/siteii.html

千葉市保健福祉局健康部健康企画課
043-245-5229（直通）
※研修の申し込みは千葉県でまとめて受付

横浜市 未定 － － － －

新潟市
（新潟県と共同運営）

平成30年７月１日（日）
10:00～17:00

平成30年6月21日(木)
必着

新潟県医師会館３F大講堂
新潟県新潟市中央区医学町通二番町

13番地

http://www.pref.niigata.lg.jp/kenko/
1356892003993.html

新潟県福祉保健部健康対策課
025-280-5202
新潟市保健所保健管理課
025-212-8183

静岡市 平成31年1月～３月を予定 未定 未定 未定
静岡市保健所保健予防課
054－249-3177

浜松市 未定 － － －
健康福祉部健康増進課
難病支援グループ
053-453-6116

平成30年8月5日（日）
10:00～17:15

－
愛知県医師会館　８階８０１～８０

４会議室

平成30年12月9日（日）
10:00～17:15

－
愛知県医師会館　８階８０１～８０

４会議室

京都市
（京都市と共同運営）

平成30年10月21日（日）
平成31年2月24日（日）
＜協力難病指定医研修＞

10：30～12：00
＜難病指定医研修＞

10：30～16：30

平成30年9月28日 京都府医師会館
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfu
kushi/page/0000242043.html

保健福祉局障害保健福祉推進室（難病担当）
075-222-4161

大阪市 随時 －
WEB研修

（大阪市ホームページ）
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/p

age/0000428635.html
健康局大阪市保健所管理課（保健事業グループ）
06-6647-0923

堺市 － － WEB研修を実施予定 －
健康福祉局健康部保健所
保健医療課
072-228-7582(直通)

神戸市 平成30年9月開始 平成30年9月から随時受付
WEB研修

（神戸市ホームページ）

http://www.city.kobe.lg.jp/life/healt
h/promotion/intractable/designatio

n.html

神戸市保健福祉局保健所調整課
難病担当
078-331-8181（大代表）

岡山市
（岡山県と共同運営）

平成30年6月3日(日)
9:00～16:30

平成30年5月25日(金)
必着

岡山県医師会館　4階401会議室
岡山県岡山市北区駅元町19-2

http://www.pref.okayama.jp/page/4
56976.html

保健福祉部医薬安全課特定保健対策班
086-226-7339（直通）

広島市
（広島県と共同運営）

未定 － － －
広島県健康福祉局
健康対策課疾病対策グループ
082-513-3070（直通）

北九州市 未定 － － －
保健福祉局総務部難病相談支援センター　　　　093-
522-8762（直通）

福岡市
（福岡県と共同運営）

未定 － － －
福岡市保健福祉局保健予防課
092-711-4986（直通）

熊本市
（熊本県と共同運営）

未定 － － －
健康福祉部健康局健康づくり推進課 総務・特定疾病班
096-333-2210（直通）

札幌市
（北海道と共同運営）

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/k
th/kak/tokusitu/tokushitsushitei01.
htm

保健環境部健康安全局
地域保健課
感染症・特定疾患グループ
011-231-4111（道庁代表）

名古屋市
（愛知県と共同運営）

http://www.pref.aichi.jp/kenkotaisa
ku/tokuteisikkan/shiteiikensyu/shit
eiikensyu.html

愛知県健康福祉部保健医療局
健康対策課難病対策グループ
052-954-6270（直通）※愛知県庁
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