
厚生労働省難病対策課調べ（H29.6.6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29年4月23日(日)
12:00～15:30

平成29年4月7日(金)
道庁別館地下大会議室
北海道札幌市中央区北３条西７丁目

平成29年秋頃予定 未定 未定

青森県 未定 － － －
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 未定 － －
http://www.pref.iwate.jp
/iryou/kenkou/nanbyo/044
753.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 平成29年5月（予定）～
平成29年5月（予定）～

随時受付
Web研修（宮城県ホームページ） 今後掲載予定

疾病・感染症対策室
難病対策班
022-211-2636

秋田県 未定 － － －
健康推進課
健康危機管理・疾病対策班
018-860-1424

山形県 未定 － － －
健康福祉部障がい福祉課
難病対策担当
023-630-3296（直通）

平成29年8月上旬
13:00～16:00(予定)

おおむね開催日の
1週間前

未定

平成29年8月下旬
13:00～16:00(予定)

おおむね開催日の
1週間前

未定

茨城県 未定 未定
茨城県庁講堂
茨城県水戸市笠原町978-6

保健福祉部保健予防課
疾病対策グループ
029-301-3220（直通）

栃木県 未定 － － －
保健福祉部健康増進課
難病対策担当
028-623-3086

群馬県 未定 － － －
健康福祉部保健予防課
難病対策係
027-226-2611（直通）

埼玉県 未定 － － －
保健医療部疾病対策課
指定難病対策担当
048-830-4809（直通）

千葉県 10月～11月頃開催予定 － － －
健康福祉部疾病対策課
難病・アレルギー対策班
043-223-2575

東京都 未定 － － －
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）

神奈川県 平成29年５月下旬 未定
神奈川県総合医療会館
横浜市中区富士見町３－１

－

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
（グループ直通）

新潟県
平成29年7月9日(日)

10:00～17:00
平成29年6月22日(木)

必着

新潟県医師会館　３階　大講堂
新潟県新潟市中央区医学町通二番町13番
地

－
福祉保健部健康対策課
難病等対策係
025-280-5202（直通）

富山県 未定 － －
http://www.pref.toyama.j
p/cms_sec/1205/kj0001487
6.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29年7月前半(予定） 平成28年6月(予定） 未定 掲載予定
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 － － －
健康福祉部健康増進課
疾病対策グループ
0776-20-0350

山梨県 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）

長野県
平成29年5月21日(日)

14:00～16:40
平成29年5月2日(火)

必着
松本市浅間温泉文化センター
長野県松本市浅間温泉２－６－１

http://www.pref.nagano.l
g.jp/hoken-
shippei/kenko/kenko/nanb
yo/siteiikensyu29.html

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

指定医研修開催予定（平成29年度）

北海道

http://www.pref.hokkaido
.lg.jp/hf/kth/kak/tokusi
tu/tokushitsushitei01.ht
m

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）

福島県
http://www.pref.fukushim
a.lg.jp//sec/21045a/kenk
ou-top.html#難病対策

保健福祉部健康増進課
難病担当
024-521-7237(直通)
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厚生労働省難病対策課調べ（H29.6.6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29年度）

岐阜県 平成30年1月（予定) － － －

健康福祉部保健医療課難病
対策係

058-272-1111（内線2546）

【静岡会場】
平成29年7月23日(日)

10:00～17:00
※浜松会場及び沼津会場に

ついては現在調整中。

平成29年7月7日(金)
必着

静岡県男女共同参画センター「あざれ
あ」
〒422-8063 静岡市駿河区馬渕1丁目17-1

【沼津会場】
平成29年7月30日(日)

10:00～17:00

平成29年7月7日(金)
必着

プラサ ヴェルデ
〒410-0801　沼津市大手町一丁目1番4号

【浜松会場】
平成29年8月6日(日)

10:00～17:00

平成29年7月7日(金)
必着

浜松市福祉交流センター
〒432-8035　静岡県浜松市中区成子町
140-8

愛知県 7月実施予定 未定
愛知県医師会館　9階大講堂
愛知県名古屋市中区栄四丁目14-28

http://www.pref.aichi.jp
/kenkotaisaku/tokuteisik
kan/shiteiikensyu/shitei
ikensyu.html

健康福祉部保健医療局
健康対策課
原爆・難病企画グループ
052-954-6268

三重県 未定 － － －
健康福祉部医療対策局
健康づくり課疾病対策班
059-224-2334（直通）

平成29年6月11日(日)
13:00～18:00

平成29年5月12日(金)
17時15分必着

滋賀県　大津合同庁舎　７階７－Ｂ会議
室
滋賀県大津市松本１-２-１

2月頃に予定 未定 未定

京都府 未定 － － 詳細決定後、掲載予定
健康福祉部健康対策課
疾病対策担当
075-414-4737

大阪府 未定 － － 掲載予定は未定
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（府庁代表）

兵庫県
平成29年6月11日（日）

11:00～16:30
平成29年5月19日（金）

必着
兵庫県民会館　11階　パルテホール
神戸市中央区下山手通4-16-3

https://web.pref.hyogo.l
g.jp/kf16/nanbyoushiteii
.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 未定 － － －
保健予防課
難病・医療支援係
0742-27-8660

和歌山県 平成29年7月頃を予定 未定 未定 －

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 － － －
福祉保健部健康対策課
がん・生活習慣病対策室
0857-26-7194（直通）

島根県 未定 － － －
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29年6月4日（日）

9:00～16:30

平成29年5月26日（金）
必着

※岡山県内の医師優先

岡山県医師会館４階４０２会議室
岡山県岡山市北区駅元町１９番２号

－
保健福祉部医薬安全課
特定保健対策班
086-226-7342

平成29年10月開催で検討中
時間は未定

未定 未定

平成29年12月開催で検討中
時間は未定

未定 未定

山口県 未定 － －
http://www.pref.yamaguch
i.lg.jp/cms/a15200/nanby
ou/shiteiikensyuu.html

健康福祉部健康増進課
精神・難病班
083-933-2958（直通）

滋賀県
http://www.pref.shiga.lg
.jp/e/shogai/nanbyousite
i.html

健康医療福祉部障害福祉課
障害認定・難病係
077-528-3543

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）

静岡県

https://www.pref.shizuoka.jp/k
ousei/ko-
420a/nanbyo/shiteiikennshuu/
kennshuu.html

健康福祉部疾病対策課
難病対策班
054-221-3393（直通）
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指定医研修開催予定（平成29年度）

徳島県 未定 － － －

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

協力難病指定医研修
平成29年5月25日(木)

19:00～20:30

平成29年5月10日(水)
必着

香川県社会福祉総合センター6F研修室
香川県高松市番町１－１０－３５

難病指定医研修（未定） － －

平成29年4月29日(土)
10:30～12:30

※協力難病指定医研修会

平成29年4月26日(水)
必着

愛媛県医師会館４F１会議室
愛媛県松山市三番町４丁目５－３

平成29年12月頃開催予定 未定 未定

高知県 H30年1～2月 未定 未定 －
健康政策部健康対策課
088-823-9678（直通）

福岡県 未定 － －
http://www.pref.fukuoka.
lg.jp/contents/shiteii.h
tml

がん感染症疾病対策課
難病対策係
092-643-3267

佐賀県
平成29年6月11日(日)

13:00～17:30
平成29年6月2日(金)

必着
佐賀県庁(佐賀市城内1丁目1-59)
新館11階　13号会議室

http://www.pref.saga.lg.
jp/kiji00334731/index.ht
ml

健康福祉部健康増進課
疾病対策担当
0952-25-7074(直通)

平成29年6月4日(日)
10:00～17:00

平成29年5月27日(金)
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

未定 未定

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

熊本県 未定 － － －

健康福祉部健康局
健康づくり推進課
総務・疾病対策班
096-333-2210（直通）

大分県
平成29年6月10日(土)

14:00～17:00

平成29年5月16日(火)
郵送又はＦＡＸ
097-506-1735

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）

http://www.pref.oita.jp/
soshiki/12210/nanbyousit
eii218-312.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 － －

http://www.pref.miyazaki
.lg.jp/kenkozoshin/kenko
/hoken/20150702142615.ht
ml

福祉保健部健康増進課
疾病対策係
0985-26-7079（県庁直通）

鹿児島県 未定 － －

http://www.pref.kagoshim
a.jp/ae06/kenko-
fukushi/kenko-
iryo/sippei/shiteii-
kensyu.html

保健福祉部健康増進課
疾病対策係
099-286-2716

沖縄県 未定 － － －
保健医療部地域保健課
疾病対策班
098-866-2215（直通）

福祉保健部国保・健康増進
課疾病対策班
095-895-2496（直通）

愛媛県
http://www.pref.ehime.jp
/h25500/kenkou/kenjou/na
nbyou15.html

保健福祉部健康増進課
難病対策係
089-912-2404

長崎県

https://www.pref.nagasak
i.jp/bunrui/hukushi-
hoken/iryo/nanbyo/278651
.html

http://www.pref.kagawa.l
g.jp/kenkosomu/siteinanb
yo/nanbyo_iryoukikan.sht

ml

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）

香川県
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