
都道府県医師会

担当理事殿

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働

省令第 121号)附則第3条第 1項に基づき指定されている難病指定医及び児童

福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第 122号)附

則第2条に基づき指定されているdψ1慢性特定疾病指定医(以下、「経過的特例に

よる指定医」という。)の規定等につきましては、平成 2 6年11月2 7日付(地

Ⅲ 221)、「難病の患者に対する医療等に関する法律に係る政省令、告示及び関

係通知等の送付について」及び平成 2 6年12月2 2日付(地Ⅲ 2 4 3)、「児童

福祉法の一部を改正する法律等に係る告示及び関係通知等の送付について」等の

文書にてご連絡申し上げました。

経過的特例による指定医は、同条第 2 項において、平成 2 9年3月3 1日まで

に都道府県等が開催する研修(以下、「当該研修」という。)を受けなかったとき

は、経過的特例による指定医の指定は、当該日にその効力を失うと規定されてお

りますが、平成28年12月現在、まだ当該研修を受けていない経過的特例によ

る指定医が相当数いることから、今般、厚生労働省健康局難病対策課長より本会

宛に、別添のとおり、当該研修について周知方依頼がありました。

平成28年度中に開催予定の当該研修は別添のとおりであり、指定医の指定を

受けている都道府県等の開催する研修だけでなく、近隣の都道府県等が開催する

研修でも可能であるとされております。

また、今年度中に当該研修が受けられず指定医の効力が失われた場合、再度指

定医に指定されるためには、改めて都道府県等に対して指定医の指定の申請を行

う必要があり、指定に当たっては、都道府県等が開催する研修を受けることが必

要となります。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、貴会管内

郡市区医師会等に対する周知方について、ご高配のほどよろしくぉ願い申し上げ

ます。

経過的特例により指定された難病指定医等について

(地Ⅲ219)

平成28年12月27日
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日頃から厚生労働行政の推進に御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成 26年厚生労働省令第

121号)附則第3条第1項に基づき指定されている難病指定医及び児童福祉法施行規則

の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第 122号)附則第2条に基づき指定さ

れている小児慢陛特定疾病指定医(以下、「経過的特例による指定医」という。)にっ

いては、同条第2項において、平成29年3月31日までに都道府県等が開催する研修(以

下、「当該研修」という。)を受けなかったときは、経過的特例による指定医の指定は、

当該日にその効力を失うと規定しております。

そのため、経過的特例による指定医に対しては、都道府県等において個別に受講勧奨

等を行っているほか、厚生労働省においても平成28年度中に行われる別添当該研修一

覧を、当省HPに掲載する等の周知を行っているところです。

つきましては、貴会からも、都道府県医師会及び貴会会員に対して、当省 HP をご活

用いただく等により、呂嚇氏の内容の周知を行っていただきますよう、征晒ι慮方よろしく
お願いいたします。

経過的特例により指定された難病指定医等について(周知依頼)

層¥師細ル長1
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経過的特例による指定医の規定等にっいて

1.経過的特例による指定医の規定

経過的特例による指定医の指定については、難病法施行規則附則第3条において、

同条第1項:一定の条件の下、指定医の指定に必要となる当該研修を受けなくと

も、平成29年3月31日までの間に限り、指定が可能であること。

同条第2項:上記により指定された指定医は、平成29年3月31日までに当該研

修を受けなけれぱならず、当該研修を受けなかったときは、経過的特例による指定

医の指定は、当該日にその効力を失う。

と定めている。(児童福祉法施行規則改正則も同様の規定)

2.経過的特例による指定医に関する留意事項

研修は、指定医の指定を受けている都道府県等の開催する研修でなくとも、近隣の
都道府県等が開催する研修でも可能であること

今年度中に研修を受けずに指定医の効力が失われた場合、再度指定医に指定される

ためには、改めて都道府県等に対して指定医の指定の申請を行う必要があること(指

定に当たっては、都道府県等が開催する研修を受ける必要がある。)

3.別添当該一覧を掲載している当省HPの眼L

(難病)

htt ://陥VW. mhlw

ω"巳,1曼陛特定疾病)

htt ://机VW. mhlw

-hoken/index. html
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3513 (直ilo)

气110"武0Π"、νⅡU ht晃1

し1モ成部午"度;二 f・定され
ている研修会は令て竺
n

受娠岬

能購福祉部鯉取対策課
疾菊対策担当
075-1卜1-'1731 (『f通)

平成29匂モ2jl】0日(金)

品知県

(、玲違28午崖に f定され
ている舟托三会に令て艶

能康伝控部保能氏族匡
0 他域保健認建病認定グk

{乎成28催復に予定さ札
ている易H左会の受付は全
て共了)

゛/L^ニナ

む'岡県

06-69 Ⅱ一035】

2518 {;'}1鋤

1り違28午 12 j11S [1 (fD
11'00~【6 5气

1」」口県ヨε合偲鑓会館
(Ⅱ↓口県Ⅱ」口市占敷下災3-1-D

雛礒福祉部健朧向
疾刑対笶課
がん・建病対策班
078-311-フ71](代1ι)

佐賀W

(代喪)

平成28年捻j記5日σD
11 00・、16,5气

医雄政策部俣能子防課
建病・医疫支援俳
07柁一27-86印(硫辿)

平成29"、1j115H(Π)
12 00~1S O0

長勘県

語祉保健部健康勗能染
推逸靜、力νし・疾非,対策
班

073-M I-2610 (rι通)

太定

(定員に1主し譲第/七η)

P成29午2月2b打{[D
9 30~ 16 15

熊●;県

福祉促健部健康医悼局
鍵康政策課がノυ・生箔
習慣猫対策宇

個57-26-7191 (直カヨ)

木Ⅱ三

σE員に」きし汰第/切)

えて止

べ分辞1

心戸成29午2~リ1 を、f
建)

継吸福祉部健縦雉世課
以子・難刑支援グルー

08聡一22一馳67 (『ι通)

F成29年】月6日ど村

/cr゛qノ『 1 ミ200ノれ.11、hv0Ⅱノ..h ltt、] 1 k

九州大羊塗七'凱雄i年。轟ぬ
(福岡県補矧市爽区官コHnートD

宮献}鶚]

伏鯉揺祉部医藁安全靜
芥定保健対策班

086「226-7339 (直吐0)

オ'止

YP!'りヨ酷.],Ⅱt 、] 1

平成29年2" 16日(ーく〕

鞄児島県

米五
(中J戊29年2"

ヨのい寸リも力ψ〕"て
1'1'00~】7 00)

北ん州市立大学ぷ嫁將大數室
{福岡鷄UヒJし川i}」小倉南区北方1-2-D

鎚灰福祉局縫康対策課
疾病対策グループ

082-513-3070 (直11n)

保健匠捗蔀藁務疾捌対戴詳
8-866-22】5 (泣通)

佐賀市文化会館大会緩室

佐貴県侘賀市"の出1、1'目21-10

沖縄卯

平成29年2刀 5日{日〕
30~16、'15

雙康編祉部能康増進談
精神・難病班
083-933「295R (1fι1血)

R鋳県区師会館
(長崎県長蔚市茂型日n哥27号)

以下、 TY会議システムによる配偕会端
名郡市医師会館

戸成28年嘆に予定され
いる研彬会0ン1什は全
凱')

保縫福祉諦能康増進課
感染症・疾病対築室感
染症・疾症対策担当

088-621-2227 (直通)

鞭康福祉部絶駅む井止建
務課建菊等対策グルー
プ

087」832-3272 (直」血)

ト11 'ノノ堤臂W r'・f 「ukuok'」 1

成29年1阿 27日αか

Con t p" 1 、 n.1nh、 oukt・11可YⅡU 111,『 1

保能語祉部能康衛生局
健象増進課建病対策係
089-912一討剖(直"Ξ)

h牲ノ/、W鴇 DI・pf 、,d !

健康政策部健康対策課
離病担当

088-823-9678 (UT"Ξ)

100331T,"/1ηdpl 、tl"1

鹿児島県医師会館'4階大ホール
鹿児島県鹿兇島市中央町8-D

h11 弐,/ノ拡鴫智

Um'UI/、uku、託1-

hoko"/n v0ノΠ円nhYO/

保詮医雄介護郭健康増
豊課疾捌対策係

092」613「3267 (iYt画)

Tp「'",,,.,ち.,盆」】,1.'n

(日程確定後
掲駐予定)

瑛病対挑拘当

0952-25-7075(直通)

(日程確定後
掲縦・f定〕

熊本県庁"P内に

福祉偶健部国悍e能築
凹進課疾病対策班

095-895-2'196 (直通)

(日存確定後
掲載子定)

大分県庁11P内に

龍家福祉部健鷹局健染
/Jくり呉動壁課題務.特
1'疾;再班

舶6-333-22】0 (直j近)

宮崎鵄りテ1炉内に

締袖保鯉部縫康4くり
支援縄がん・耀病対笊
係

097-506」2678 (直熊三)

纈祉促能部紐康増進課
疾掘対茶担当
0985-26-7079 (『ι」1n)

伐疑む許」1部能康増進課

099「286-27H (寸fi血)界



(別添)

北海道

臼 i'・作名

北海道

研修開佐日"寺

48 札幌市

指定医に係る経過的特例に関する対応調【小児慢陛特定疾病】

68 旭川市

研昨ゆ込/り]

69

青

函館市

県

平成28年度の研修は終了しました。

2 青森県

平成28年度の研修は終了しました。

70 青森市

研修1削椛場所

県

平成28年度の研修は終了しました。

3

平成2S年度の研修は終了しました。

岩手県

フ】

宮城

盛岡市

耒定(平成29年3月までに1回開催予定)

自治体ホームページでの研修の案内
{掲載している唱合のみⅨ1を紀'圭}

県

未定(平成29年3月までに1回開催予定)

4 宮城県

生労働省難病、策課調べ(平成28年Ⅱ月現在)

平成29年1月]7日(火)
18:30~20:00

(受付 18.00~)

49

平成28年度の研修は終了しました。

秋田

仙台市

凹

平成29年3月7日(火)
18:30~20:00

(受付 18:00~)

平成28年度の研修は共了しました。

田県

1剖い合わせ先

平成29年1月10日(火)

保健福祉部健康安全局地域保健課
感染症・特定疾'患グノレープ
OH-231-4111(代表)内線25-523

平成28年12月Ⅱ日(日)
12:30~17:00

72

山形県

平成29年2月27日(月)

大田市

平成29年1月29日(日)
12:30~17:00

保健福祉局保健所健康企画課
母子保鯉係

OU-622-515](直通)

福

(宮城県・仙台市合同開催)

6

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)

子育て支援部
子育て助成課
0166-25-6446(直通)

形県

県

平成28年12月1日(木)
遭、着

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)

子ども未来部
母子保健課

0138一陀一1533(直通)

7 福島県

平成28年】月]9日(木)
必着

73

健康福祉部こどもみらい課
家庭支援グループ
017ーフ34-9303(直通)
017ーフ22-1Ⅱ1(代表)内線6308

郡山市

(秋田県・秋田市合同開催)

大館北秋田医師会館

(秋田県大館市根下戸新町】-8)

74

茨城

健康福祉部青森市保健所
健康づくり推進課母子保健チーム
017ーフ43-61H (代表)

いわき市

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卜2D

県

http ://WWW. pref. miyagi. jp/SOS11iki
/situkan/naれbyou-siteli-
kouhyou、 html

Web研修を実施予定

8

子ども子育て支援課
少子化担当

019-629-5456(直通)

茨城県

平成28年度の研修ば終了しました。

盛岡市保健所健康推進課
母子保健担当

0】9-603-8304(直通)

平成29年3月5日(日)
]3:00~17:00

(受付12:30~)

平成28年度の研修は終了しました。

平成28年度の研修は終了しました。

疾病・感染症対策室
難病対策班
舵2-2Ⅱ一2636(直通)

平成29年2月1日(水)
必着

子供未来局子育て支援課
地域支援係

022-214-8189(直通)

ttp://W艸. prEf. yamagaTa. JP/OU/ko
'odatesu〕shin/010002/boshihok肌ノS

Ounimansei,htm](掲載于定)

健康福祉部健康推進課
健康危桜管理・疾病対策班
18-860-1424(直通)

筑波メディカノレセンター
(茨城県つくぱ市天久保】-3-D

→ども耒来部子ども健康課
令付担当

18-883-U72(直通)

一育て推進部子ども家庭課
子保健担当

23-630-2259(直通)

こども耒来局
子育て支援課
024-521-フ]74 (直通)

こども総合支援センター
こども支援課母子保健係
舵4-924-3691(直通)

こどもみらい部こども家庭課
母子保健係

0246-27-8597(直通)

保健福祉部子ども政策局
少子化対策課母子保健担当
029-301-3257(直通)

岩

-
0



栃木県

白治休t,

9 栃木県

研修開 nで日 11与

75

郡.,

宇都宮市

平成29年1月29日(日)
9:30~15:40

(受付 9:00~)

県

]0 鷲馬県

研修印込/UJ

76 前橋市

平成28年Ⅱ月30日(水)

フフ

埼玉

高崎市

県

(栃木県・宇都宮市合同開催)

Ⅱ

研修開催場所

埼玉県

栃木県庁講堂(東館4階)
(栃木県宇都宮市塙田1-1-20)

平成28年度の研修は終了しました。

50 さいたま市

平成器年度の研修は終了しました。

随時Neb研修)

78 11越市

肉治体ホームページでの研修の案内
G暑戯一ている嶋合のみ探1を紀紐〕

平成28年度の研修は終了しました。

79

千葉県

谷市

平成29年]月31日(火)
(研修修T証交付依頼書

の提出〆切)

hTtp .//W、,゛'. ptef. tochigl,]g, JP/e04
/SYoumansiTeii. hてm]

随時(web研修)

12 千葉県

平成28年12月 H e (日)
10:00~ 16'30

(受付 9'30~〕

Web研修を実施〒定

平成29年2月28日(火)
(研修修了証交付依頼書

の提出〆切)

51 千葉市

平成29年2月12日(日)
10:00~】6'30

(受付 9:30~)

80 船橋市

問い合わせ先

保健福祉部健康増進課
難病対策担当

028-623-3086(直通)

艶b研修を実施〒定

8]

東京

平成器年H月22日(火)
ι、む'

柏市

子ども部

子ども家庭課
028-632-2789(直通)

都

平成29年1月31日(火)
ι、着

(千葉県・千葉市'船橋市・柏市合同開催)

13

】1ttp ://、"冊'. pref' sa ltama.1g. jp/a07
04/boshvsh北eiike11Syu. htm]

健康福祉部保健子防課
難病対策係

027-226-2612(直通)

東京都

船橋市保織福祉センター大会議室
(千葉県船橋市北本町1-16-55)

(千葉県・千葉市・船橋市・柏市合同開催)

平成29年1月29日(田
10:30~16:30

(受付 10'00~)

前橋市保健所保健予防課
難病支援係
027-220-5785(直通)

82

千葉県教育会館本館6階604会議室
(千葉県千葉市中央区中央4-13-10)

八王子市

平成29年2月25日(士)
10:30~16:30

(受付]0,00~)

htTP :ノ/W゛割. clty. kawagoe. saitama, J
P/kenkofukushi/byok]_iryo/iryohij
Osei/訂i11Shi口_il'yo/shommdnsel. htln
1

(千葉県・千葉市・船橋市・柏市合同開催)

高崎市保健所保健〒防課
難病対策担当

027-38卜6Ⅱ2(直通)

平成28年12月12日(月)
ι、着

保健医療部健康長寿課
母子保健担当

048-830-3561(直通)

平成28年12月12日(月)
必着

保健福祉局保健所疾病予防対策課
特定医療給付係

048-840-22]9(直通)

https ://W闇'W. PTef. chlba.1g. JP/ship
PEi/a]]e-nan/siteH. html

(東京都・八王子市合同開催)

平成28午12月5日(月)
4Z、泊

川越市保健所健康管理課
管理給付担当

0四一229-4124(直通)

東京都社会福祉保健医療研修セン
ターフ促教室

(東京都文京区小日向4丁目]番6号)

http :ノ/"闇W. city. chiba. JP/hokenfuk
ⅡShi/kenkou/shien/syoum3nnseidoka
isei.htm]

東京都社会福祉保健医療研修セン
ターフ02教室

(東京都文京区小日向4丁目1番6号)

保健医療部
市民健康課
048-978-3511(直通)

http ://"WW'. c lty. funabashi' 1g. JP/k
Odom0ノτeate/002/P048083. html

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

健康部健康支援課
母子保鮭班
043-238-9兜5(直通)

http:ノ/冊闇、 fukushlhoken. metro. tok

yo. jp/kodomo/kosoddte/josej/syoma
n/siteii. html

船橋市保健所保健〒防課
疾病対策係

047-409-2脚1(直通)

柏市保健所地域健康づくり課
母子支援担当

04-7167-1257 (直通)

福祉保健局少子社会対策部
家庭支援課母子医療助成担当
03-5320-4375(直通)

健康部
保健対策課

042-652-5162 (直通)

-2 -



神奈川県

自治体名

14 神奈川県

研註1捌僻Ⅱ1呼

52 横浜市

53 川崎市

研修印込/UJ

54 相摸原市

83

新潟県

横須賀市

艶b研修を実施予定

】5 新潟県

随時(web研修)

研悠開催場所

Ob

富

新潟市

Web研修を実施〒定

Web研修を実施予定
(平成28年12月下旬~)

県

W北研修を実施予定

16

W北研修を実施予定
(平成28年]2月下旬~)

富山県

自治体ホームペーソでの研娃の案内
Ⅱ曾載L、亡いる」号介のみ探Lを紀買〕

Web研修を実施子定

84

石jl

富山市

平成29年1月下旬

研修受講修了証提出〆切
"、着

平成29年2月26日(日)
13:30~]6:30

(受付】3.00~)

県

平成29年]月下旬

研修受講修了証提出〆切
必着

17 石川県

htTP://冊闇. clty. yokohama.]g. jp/ke
nko/shogai/1ryo/syoutokukensyu. ht
ml

85

福井

金沢市

県

平成29年2月15日(水)
ι、着

18

山梨

(富山県・富山市合同開催)

平成29年2月8日(水)
彪、着

福井県

問い合わせ先

県民局次世代育成部子ども家庭課
家庭福祉グループ
045-210-U11(代表)内線46乃

県

19

長野

富山市保健所2階健康教育室
(富山県富山市蜷川師9・D

未定(平成29年2月中旬に開催予定)

健康福祉局医療援助課
福祉医療係

045-67]-4Ⅱ6(直通)

山梨県

県

未定(石川県との合同開催を予定)

こども未来局こども保鯉福祉課
小児慢性担当
044-200-3472(直通)

20

平成29年2月5日(日)
13:00~17.00

(受付 12:30~)

長野県

保健所健康企画課
総務・母子保健班
042-7脚一8344(直通)

86

岐阜

耒定(平成29年1~3月に開催〒定)

野市

目

こども育成部

こども青少年給付課

046-822-9729(直通)

21

平成29年1月27日(金)
ι、着

岐阜県

福祉保健部健康対策課
母子保健係

025-280-5197(直通)

87 岐阜市

平成28年度の研修は終了しました。

保健所健康増進課
母子・歯科保健係

025-212-8157 (直通)

ベノレクラシック甲府 3階ユージェ

(山梨県甲府市丸の内1-]-17)

平成28年度の研修は終了しました。

子ども夫来部子ども支援課
給付係

058-2]4-2H6(直通)

厚生部健康課
母子歯科保健係

076-444-3226(直通)

平成28年度の研修は終了しました。

富山市保健所保健予防課
結核・感染症係

076-428-1152(直通)

平成28年度の研修は終了しました。

健康保健福祉部健康推進課
難病対策グループ

076-225-1448 (直通)

金沢市保健所
地域保健課
076-234-5102(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)

福祉保健部健康増進課
子保健・難病担当

055-223-1四6(直通)

康福祉部保健・疾病対策課
;子・歯科保健係

26-235-7141(直通)

野市保健所健康課
子保健担当

26-226-9963(直通)

-3 -

健康福祉部保健医療課
難病対策係

058-272-H11(代表)内線2547



静岡県

臼治休名

22 静圃県

研修Ⅲ1催訂時

56 静岡市

平成28年12月4日(日)

57

愛知県

浜松市

平成29年2月26日(日)
13:30~17:30

(予定)

研""1込〆UJ

23 愛知県

平成28年H月18日(金)

58

平成29年3月19日(日)
13:00~18:00

(受付 12:30~)
(〒定)

名古屋市

88 豊田市

オ=正

研修開俳場所

平成28年度の研修は終了しました。

静圖県総合研修所もくせい会館2階第
5会;後量雪

(静岡県静圖市葵区鷹匠3-6-D

89 豊橋市

静岡市保健所城東保健福祉エリア
保健福祉複合棟3階第1・第2研修室
(静岡県静圖市葵区城東町24-D
(予定)

(愛知県・名古屋市・豊田市・豊橋市・岡崎市合同開催)

90 岡崎市

県

(未定)

釘治作ホームベージでの研修の案内
イ掲紅Lている堪☆山み[糺急紀叔」

(愛知県,名古屋市・豊田市・豊橋市・岡崎市合同開催)

24 三重県

滋賀

(愛知県・名古屋市・豊田市・豊橋市・岡崎市合同開催)

愛知県医師会講堂(予定)

県

平成29年2月5日(日)
10'30~16'00

(受付 10:00~)

(愛知県・名古屋市・豊田市・豊橋市・圖崎市合同開催)

25

平成29年3月12日(日)
10'30~16:00

(受付 10:00~)

滋賀県

9]

泉都

大津市

平成29年1月20日(金)

Ⅲ1い合わせ先

健康福祉部こども家庭課
母子保健班

054-221-3309 (直通)

26

平成28年2月24日(金)

京都府

静岡市保健所保健〒防課
医療援護係
054-2四一3170(直通)

平成28年12月4日(日)
13:00~ 16:30

(受付 12:30~)

平成28年度の研修ほ終了しました。

59 京都市

三重県津庁舎第64会議室
(三重県津市桜橋3丁目446-34)

平成29年3月19日(日)
13.00~16:30

(受付 12'30~)

健康福祉部健康増進課
母子グループ

053-453-6117 (直通)

平成28年度の研修は終了しました。

三重県津庁舎第輿会議室
(三重県津市桜橋3丁目446-34)

健康福祉部児童家庭課
母子保健グルーブ

052^954-6283(直通)

受付終了

子ども青少年局子育て支援部
子・青、て支lt爰合果
052-972-2629(直通)

平成29年2月28日(火)

子ども部

子ども家庭課
0565-34-6636(直通)

http ://ww pref. mle.]g. JP/KENKOT/
HP/000179882_00004.htm

(京都府・京都市合同開催)

京都府医師会館 2階212・2]3号室
(京都府京都市中京区西ノ京東栂尾

町6)

健康部保健所
こども保健課

0532-39-9157(直通)

京都府医師会館 2階212・2]3号室
(京都府京都市中京区西ノ京東栂尾

町6)

保健部

健康増進課

0564-23-6180(直通)

健康福祉部健康づくり課
疾病対策班
059-224-2334(直通)

.

健康医療福祉部健康医療課
健康寿命対策室

07フ-528-3615(直通)

健康保険部保健所健康推進課
母性保健グループ

07フ-528-2748(直通)

健康福祉部
子脊て政集課
0花一4N-4727(直通)

保健福祉局保健衛生推進室
杲健医療課母子保詫担当
75-222-3蛇0(直通)

- d -

二



大阪府

白治休名

27 大阪府

研修開催[N寺

60 大阪市

61 堺市

研"小込〆UJ

92 高槻市

93 東大阪市

随時則eb研修)

94 豊中市

随時則eb研修)

研修開催場所

95

兵庫県

枚方市

W此研修を実施予定

28 兵庫県

W此研修を実施千寔

白治休ホームページでの研修の案内
(掲載Lている堪合のみⅢLを記綻)

62 神戸巾

随時(wob研修)

htTP :ノん闇W. PTef. osaka. J8. JP/chiki
kansen/shoumanshippel/kensyu01. ht
ml

96 姫路市

随時 Neb研修)

97

htTP ://W稱T. C北y' osaka.]g, jp/kenko
/page/0000341342. ht蹄1

西宮市

随時則此研修)

平成28年度の研修は終了しました。

98

奈

尼崎市

県

平成28年度の研修は終了しました。

1群い合わせ先

健康医療部保健医療室
地域保健課

06-6944-6的8(直通)

29 奈良県

平成28年度の研修は終了しました。

htTP 'ノノ"1闇. ciTy. hlgashiosaka.]g, j
P/0000枇8510, hてm]

99

保健所臂理課
保健事業グノレープ

06-6647-0価4(直通)

和歌

奈良市

平成28年度の研修は終了しました。

山県

http:/ノ叫訊. clty. toyonaka. osaka、 jp
/k印ko/kenko_hokenei5evboshi/iry
OhiJosei/shoumansiteikEnshuu, html

健康福祉局健康部保健所
保鰹医療課

072-228-7580 (直通)

30

平成28年度の研修は終了しました。

和歌山県

hTtp:ノ/WW割' ciTy, hirakaTa. osaka. jp
/soshlkl/h-

yobou/sltelikensyu. ht凱]

子ども未来部子ども保健課

072-6由一HOS(直通)

100

鳥取

和歌山市

平成28年度の研修は終了しました。

県

母子保健・感染症課

072-960-3805(直通)

31

島根県

平成28年度の研修は終了しました。

鳥取県

健康福祉部保健所健康増進課
地域保健係

06-6858-2800(直通)

32

健康部保健所保健〒防課
難病グループ

072-807ーフ625(直通)

平成28年度の研修は終了しました。

島根県

随時 Neb研修)

平成28年度の研修は共了しました。

健康福祉部健康局疾病対策課
がノν・難病対策班
078-341-フフ】】(代表)

こども家庭支援課
母子保能係

078-322-65]3(直通)

平成29年2月15日(水)

姫路市保健所子防課
079-2釣一]635(直通)

平成28年度の研修は慾了しました。

健康福祉局保健所健康増進課
難病等疾病対策チーム
0798-26-3669(直通)

健康福祉局疾病対策担当
難病企画担当

06-48脚一3053(直通)

医療政策部保健〒防課
難病・医療支援係
0742-27-8660(直通)

奈良市保健所保健予防課
医療給付係

0742-93一那97(直通)

hTtp :ノ/冊T. pref. totTotl.]g. JP/808
63. ht鵡

福祉保健部健康局
健康推進課

073-441-2642(直通)

和歌山市保健所保健対策課
難病対策班

073-488-5U6(直通)

子育て応援課
母子保健担当

0857-26-7572(直通)

健康福祉部健康推進課
母子延病支援G
0852-22-5324(直通)

5



岡山県

自治体名

33 岡山県

研修開侃Π時

63 岡山市

平成29年1月15日(日)
13:30~】6:30

(受付 13:00~]3:3の

101

広島県

倉敷市

研修巾込/吻

34 広島県

平成28年12月28日(水)
ι、着

64 広島市

平成28年】2月21日(水)
】9:00~21:00

(岡山県・岡山市,倉敷市合同開催)

102

研修開促場所

(岡山県・岡山市・倉敷市合同開催)

福山市

岡山県医師会館4階第2会議室

(圖山県岡山市北区駅元町19番2号)

】 03

山口

呉市

平成28年12月 He (水)

県

白治休ホームページでの研修の案内
(掲徒Lている嶋合のみじ肌を記員)

(広島県・広島市・福山市・呉市合同開イ諭

35 山口県

]04

(広島県・広島市・福山市・呉市合同開催)

徳島県

佐伯地区医師会館大会議室
(広島県廿日市市本町5-D

下関市

平成29年2月19日(日)
]3;00~17:00

(広島県・広島市・福山市・呉市合同開催)

36

香jl

徳島県

県

平成28年12月 H e (日)
13:00~

(受付 12:30~)

37 香川県

平成29年2月10日(金)

1謝い合わせ先

105

保健福祉部医薬安全課
特定保健対策班
086-226-7342(直通)

愛媛

http :ノノW、Ⅷ, pref. hil'oshima,]g, jp/S
Oshikl/57/syounl. html

高松市

平成29年3月12日(日)
玲:30~16:00

(受付 13:00~)

県

(山口岬一下関市合同開催)

保健福祉局保健管理課
管理・予防係

086-803-1251(直通)

38

山口県総合保健会館
(山口県山口市吉敷下東3ートD

愛媛県

平成28年H月25日(金)

倉敷市保健所保健課
保健医療係

086-434-98]2(直通)

106

高知県

松山市

平成29年3月3日(金)

健康福祉局健康対策課
疾病対策グループ

082-513-3070(直通)
広島県医師会地域医療課
082-56S-15U

徳島大学長井記念ホール
(徳島県徳島市蔵本町3-18-15)

39 高知県

(香川県・高松市合同開催)

こども未来局こども・家庭支援課
母子保健係

082-504-2623(直通)

広島県医師会地域医療課
082【568-15Ⅱ

http ://WWW. pref. yamaguchi.1g. jp/C
ms/a15200/nanbyou/shiteiikensyuu
hTml

平成29年】月22日(印
10:30~]フ:00

(受付 10:00~〕

高松市保健センター5階会議室

(香川県高松市棲町1丁目9番12号)

]07

平成28年度の研修は終了しました。

高知市

保健福祉局保健部
保健予防課

084-928-1127 (直通)
広島県医師会地域医療課
082-568-1511

平成29年2月12日(日)
10:30~17:00

(受付 10.00~)

平成器年度の研修は終了しました。

呉市保緯所保健総務課
予防グループ

0823-25-3525(直通)
広島県医師会地域医療課
082-568-】511

http 、ノ'/蔦WW. PI'ef. tokushima. jp/docs
/2016010400172/

平成28年]2月28日(フk)
ι、着

平成28年12月28日(水)
彪、着

健康福祉部健康増進課
精神・難病班
083-933-2958(直通)

こども未来部こども保健課
083-231-1447 (直通)

(高知県・高知市合伺開催)

高知市総合あんしんセンター3階大会
議室

(高知県高知市丸ノ内1-フ-45)

高知市総合あんしんセンター3階中会
議室

(高知県高知市丸ノ内1-フ-45)

保健福祉部健康増進課
感染症・疾病対策室
0朋一621-2227(直通)

健康福祉部子育て支援課
母子保健グループ

087-832-3285(直通)

高松市保健センター
母子保健係

0釘一839-2363(直通)

こども未来部子育て給付課
088-823-9447(直通)

保健福祉部健康衛生局健康増進課
難病対策係

0釣一912-2404(直通)

保健福祉部健康づくり推進課
089-9Ⅱ一1870(直通)

-6 -

健康政策部健康対策課
難病担当

0朋一823-9678(直通)



福岡県

盲治体乳

40 福岡県

研修鵬价11ψ寺

65 北九州市

平成29年3月5日(日)
]3:30~ 17:00

(受付 13:00~)

66 福岡市

研"小込〆吻

108

佐賀

久留米市

県

平成28年12月28日(水)
Z、着

(福岡県・北九州市・福圖市・久留米市合同開催)

41

長崎県

佐賀県

(福岡県・北九州市・福岡市・久留米市合同開イ御

42

研昨開催場所

福岡市役所15階講堂
(福岡県福岡市中央区天神1丁目8番1

号)

長崎県

(福圖県・北九州市・福岡市・久留米市合同開催)

109 崎市

110

熊

自治休ホームベーゾでの研"の案内
ι掲載している場合のみUR1を記載)

左世保市

県

43

随時(web研修)

熊本県

随時 N此研修)

平成28年座の研修は終了しました。

67

大

熊本市

未定(平成29年3月までに1回開催予定)

県

44 大分県

平成29年】月31日(火)

1 11

宮崎

平成29年2月26日(日)
17:00~19:00

(受付 16:30~)

大分市

問い介わせ先

保健医療介護部健康増進課
母テ保健係

四2一輿3【3307(直通)

未定(平成29年2~3月に開催予定)

県

45

子ども家庭局子育て支援課
母子保健係

093-582-2410(直通)

耒定(平成29年2~3月に開催予定)

hTtp :ノノW"W. ptef. saga.1g. jp/kijioo
35玲59/index、 html

宮崎県

Ⅱ2

鹿児

こども未来局こども部
こども発達支援課母子保健係
092-7U-4178(直通)

宮崎市

平成29年3月11日(士)
15:00~17:00

(受付 H:30~)

平成29年2月17日(金)
ど、着

島県

健康福祉部
保健所健康推進課

0942-30-9729(直通)

46 鹿児島県

(大分県・大分市合同開催)

Ⅱ3

htTP ://WW. C1τy. sasebo.1g, JP/kodo
momi地1/kodohok巳ノShoumannsiteike訂
Shuu. html

健康福祉部男女参画・こども局
こども家庭課母子保健担当
的認一25-7056(直通)

沖縄

大分県庁別館84会議室
(大分県大分市大手町3丁目1番1号)

鹿児島市

平成29年]月29日(日)
13:00~ 16:30

平成29年1月31日(火)

47

福祉保縫部こども政策局
こども家庭課母子保健班
095一釣5-2445(直通)

平成29年]月29日(日)
13:00~ 16:30

沖縄県

(宮崎県・宮崎市合同開催)

H4

こども部こども健康課
総、于劣係

095-829-1255 (直通)

那覇市

平成28年】2月10日(士)
13.00~ 18'30

(受付 12:30~)

宮崎県庁3号館5階 351号室
(宮崎県宮崎市橘通東1丁目9-10)

子ども夫来部
子ども保健課

956-24-nu(代表)内線54認

スて正

(大分県・大分市で合同開催)

耒定

健康福祉部子ども・障がい福祉局
子ども耒来課母子保健班
096-333-2209(直通)

平成28年Ⅱ月25日(金)
彪、着

健康福祉局保健衛生部
健康づくり推進課
的6-3由一2145(直通)

平成28年度の研修は終了しました。

耒定

福祉保健部健康づくり支援課
がノV・難病対策班
097-506-2673(直通)

沖縄県八重山保健所2階会議室
(沖縄県石垣市真栄里心8)

スて疋

福祉保健部保健予防課
管理担当班
097-535-フ710(直通)

福祉保健部健康増進課
疾病対策担当

四85-26-7079(直通)

健康管理部健康支援課
親子の健康係
四85-29-5286(直通)

hττP :ノノ91Ⅷ'. pref. oki口awa. jp/slte/h
ken/kenkotyoJU/syo-man. ht爵]

保健福祉部

子ども福祉課
099-286-2775(直通)

ーフ「

健康福祉局こども未来部
母子保健課

四9-216-1485(直通)

保鮭医療部
健康長寿課

98-866-2209(直通)

"覇市保健所地域保健課
療費助成G

98-853-7962(直通)


