
H22.4.1現在

TEL FAX
1北海道 北海道難病センター 札幌市中央区南4条西10丁目 011-512-3233 011-512-4807

2青　森 青森県難病相談・支援センター
（県難病連が運営）

青森県青森市浪岡女鹿沢字平野155 0172-62-5514 0172-62-5514

3岩　手 岩手県難病相談支援センター 岩手県盛岡市三本柳8-1-3
ふれあいランド岩手団体交流室内

019-614-0711 019-637-7626

4宮　城 宮城県難病相談支援センター 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目4番15号
仙台市交通局本局庁舎4階

022-212-3351 022-211-1781

5秋　田 秋田県難病相談・支援センター 秋田市旭北栄町1番5号
秋田県社会福祉会館3階

018-866-7754 018-866-7782

6山　形 山形県難病相談支援センター 山形市小白川町2-3-30
山形県小白川庁舎内

023-631-6061 023-631-6061

7福　島 福島県難病相談支援センター 福島県福島市杉妻町5-75 024-521-7961 024-521-7963

8茨　城 茨城県難病相談・支援センター つくば市天久保２－１－１
筑波大学附属病院内B棟３５０号室

029-853-3610 029-853-3612

9栃　木 とちぎ難病相談支援センター 栃木県宇都宮市塙田１丁目１番２０号
栃木県保険福祉部健康増進課内（県庁本館５階
南西側）

028-623-6113 028-623-3920

10群　馬 群馬県難病相談支援センター 群馬県前橋市昭和町三丁目39番15号(国立大学
法人群馬大学医学部附属病院)

027-220-8069 027-220-8537

11埼　玉 埼玉県難病相談・支援センター 埼玉県蓮田市黒浜4147
（国立病院機構東埼玉病院内）

048-768-3351 048-768-2305

埼玉県障害難病団体協議会 さいたま市浦和区大原3-10-1
（県障害者交流センター内）

048-834-6674 048-834-6674

12千　葉 総合難病相談・支援センター 千葉市中央区亥鼻１－８－１
千葉大学医学部附属病院

043-222-7171

千葉地域難病相談・支援セン
ター

千葉市中央区仁戸名町６７３
独立行政法人国立病院機構千葉東病院

043-264-3662

東葛南部地域難病相談・支援セ
ンター

千葉県浦安市富岡２－１－１
順天堂大学医学部付属順天堂浦安病院

047-353-3111
(内2179)

東葛北部地域難病相談・支援セ
ンター

千葉県柏市柏下１６３－１
東京慈恵会医科大学附属柏病院

047-167-9681

印旛山武地域難病相談・支援セ
ンター

千葉県成田市飯田町９０－１
成田赤十字病院

0476-22-2311
（内7503）

香取海匝地域難病相談・支援セ
ンター

千葉県旭市イ１３２６
総合病院国保旭中央病院

0479-63-8111
（内3150）

夷隅長生地域難病相談・支援セ
ンター

千葉県茂原市本納２７７７
公立長生病院

0475-34-2121

安房地域難病相談・支援セン
ター

千葉県鴨川市東町９２９
医療法人鉄蕉会亀田総合病院

04-7099-1261

君津地域難病相談・支援セン
ター

千葉県木更津市桜井１０１０
国保直営総合病院君津中央病院

0438-36-1071
（内2809）

市原地域難病相談・支援セン
ター

千葉県市原市姉崎３４２６－３
帝京大学医学部附属市原病院

0436-62-1211
（内1287）

13東　京 東京都難病相談・支援センター 東京都渋谷区広尾5-7-1 03-3446-0220 03-3446-0221

14神奈川 かながわ難病相談・支援セン
ター

横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2　かながわ県民セ
ンター14階

045-321-2711 045-321-2651
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15新　潟 新潟県難病相談支援センター 新潟県新潟市真砂1-14-1
独立行政法人国立病院機構西新潟中央病院内

025-267-2170 025-267-2210

16富　山 富山県難病相談･支援センター 富山県富山市安住町5番21号
富山県総合福祉会館(サンシップとやま）7階

076-432-6577

17石　川 石川県難病相談･支援センター 石川県金沢市赤土町13-1
石川県リハビリテーションセンター内

076-266-2738 076-266-2864

18福　井 福井県難病支援センター 福井県福井市四ツ井2丁目8-1
福井県立病院内　３階

0776-52-1135（直通）
0776-54-5151(内線2585)

0776-52-1135

19山　梨 山梨県難病相談・支援センター 山梨県甲府市太田町９－１
(中北保健所等合同庁舎内）

055-223-3241 055-223-3241

20長　野 長野県難病相談・支援センター 長野県松本市旭2-11-30
長野県松本旭町庁舎(信州大学医学部付属病院
南側）2F

0263-34-6587 0263-34-6589

21岐　阜 難病生きがいサポートセンター 岐阜県岐阜市青柳町5-2-4 058-252-3567 058-252-3567

22静  岡 静岡県難病相談支援センター 静岡県静岡市清水区辻４-４-１７ 0543-63-1233 0543-63-1233

23愛　知 愛知県医師会難病相談室 名古屋市中区栄4丁目14番28号 052-241-4144

24三　重 三重県難病相談支援センター 三重県津市桜橋3丁目446-34
(三重県津庁舎）

059-223-5063 059-223-5064

25滋  賀 滋賀県難病相談・支援センター 滋賀県大津市京町４－３－２８
厚生会館別館2階

077-526-0171 077-526-0172

26京　都 京都府難病相談・支援センター 京都市右京区鳴滝音戸山町８
独立行政法人国立病院機構宇多野病院内

075-461-5148/5154 075-461-5163

27大　阪 大阪府難病相談支援センター 大阪市城東区蒲生2丁目10-28
大阪府城東庁舎5階

06-6933-1616 06-6933-1612

28兵　庫 兵庫県難病相談センター 尼崎市東大物町1-1-1 06-6482-7205 06-6482-7205

29奈　良 奈良県難病相談支援センター 大和郡山市植槻町３－１６
奈良県郡山保健所内

0743-53-2701(内線115)
0743-55-0631(直通)

0743-52-6095

30和歌山 和歌山県難病・子ども保健相談
支援センター

和歌山市紀三井寺811-1
和歌山県立医科大学付属病院3階

073-445-0520 073-445-0603

31鳥　取 鳥取県難病相談・支援センター 鳥取県米子市西町36-1
鳥取大学医学部附属病院内

0859-38-6986 0859-38-6985

32島　根 しまね難病相談支援センター 島根県出雲市塩冶町223-7
島根難病研究所内

0853-24-8510 0853-22-6498

33岡　山 岡山県難病相談・支援センター 岡山市平田408-1
岡山県南部健康づくりセンター1階

086-246-6284 086-246-6285

34広　島 難病対策センター（CIDC) 広島市南区霞1丁目2-3
(広島大学病院内　外来棟2階)

082-252-3777
082-256-5558

082-257-5072



TEL FAX
都道府県名 名称 住所

連絡先

35山  口 山口県難病相談・支援センター ●県難病相談・支援センター
【県庁　健康増進課】
山口県山口市滝町１－１
●地域難病相談・支援センター
【住所地の保健所・健康福祉センター】
下関市立下関保健所
（下関市南部町1-6)
岩国健康福祉センター
（岩国市三笠町1-1-1)
柳井健康福祉センター
（柳井市古開作中東条658-1)
周南健康福祉センター
（周南市毛利町2-38)
防府健康福祉センター
（防府市駅南町14-28)
山口健康福祉センター
（山口市吉敷3325-1)
宇部健康福祉センター
（宇部市常盤町2-3-28)
長門健康福祉センター
（長門市東深川1344-1)
荻健康福祉センター
（荻市江向河添沖田531-1)

県難病相談・支援センター
【県庁　健康増進課】
083-933-2958
【住所地の保健所・健康
福祉センター】
下関市立下関保健所
0832-31-1111
岩国健康福祉センター
0827-29-1521
柳井健康福祉センター
0820-22-3631
周南健康福祉センター
0834-33-6423
防府健康福祉センター
0835-22-3740
山口健康福祉センター
083-934-2533
宇部健康福祉センター
0836-31-3200
長門健康福祉センター
0837-22-2811
荻健康福祉センター
0838-25-2663

県難病相談・支援センター
【県庁　健康増進課」083-
933-2969

36徳　島 徳島県難病相談・支援センター 徳島市万代町1丁目1番地
県庁健康増進課疾病対策担当

088-621-2224（県庁健康
増進課疾病対策担当）

088-621-2841（県庁健康
増進課）

37香　川 香川県難病相談・支援センター 高松市番町4-1-10
(県庁本館16階　健康福祉総務課内)

（県庁）087-832-3272
（県難病連）087-844-
4976

（県庁）087-806-0209
（県難病連）087-844-
4976

38愛　媛 愛媛県難病相談・支援センター 愛媛県松山市末広町1-1
（愛媛県心と体の健康センター内）
患者交流会（愛媛県心と体の健康センター）

089-935-8784
（難病相談専用ダイヤル）

089-948-0633

39高　知 高知県難病相談・支援センター
（安芸・中央東・中央西・須崎・幡
多）

5か所の福祉保健所　（安芸・中央東・中央西・須
崎・幡多）

（調整窓口）高知県健康づ
くり課母子・難病対策担当
088-823-9678

（調整窓口）高知県健康づ
くり課母子・難病対策担当
088-873-9941

40福  岡 福岡県難病相談・支援センター 福岡市東区馬出3-1-1　九州大学医学部神経内
科内

092-643-8292 092-643-1389

41佐　賀 佐賀県難病相談・支援センター 佐賀市神野東2丁目6番10号　佐賀駅北館2Ｆ 0952-97-9632 0952-97-9634

42長  崎 長崎県難病相談・支援センター 長崎市茂里町３番２４号 095-846-8620 095-846-8607

43熊　本 熊本県難病相談・支援センター 熊本市東町４丁目１１番１号
熊本県健康センター内

096-331-0555 096-369-3080

44大  分 大分県難病相談支援センター 大分県由布市挾間町医大ヶ丘1丁目1番地
大分大学医学部附属病院内

097-535-8071 097-535-8820

45宮  崎 宮崎県難病相談・支援センター 宮崎市原町2-22
宮崎県福祉総合センター2階

0985-31-3414 0985-31-3414

46鹿児島 鹿児島県難病相談・支援セン
ター

県難病相談・支援センター
【県庁　健康増進課】
●地域難病相談・支援センター
【お住まいの市町村を管轄する保健所】
　鹿児島市保健所（電話：099-258-2321）
　指宿保健所（電話：0993-22-2171）
　加世田保健所（電話：0993-53-2315）
　伊集院保健所（電話：099-273-2332）
　川薩保健所（電話：0996-23-3165）
　出水保健所（電話：0996-62-1636）
　大口保健所（電話：0995-22-1452）
　姶良保健所（電話：0995-42-0480）
　志布志保健所（電話：0994-72-1021）
　鹿屋保健所（電話：0994-43-3121）
　西之表保健所（電話：0997-22-1131）
　屋久島保健所（電話：0997-46-2024）
　名瀬保健所（電話：0997-52-5411）
　徳之島保健所（電話：0997-82-0149）
●難病連相談・支援センター
【NPO法人鹿児島県難病・障害者連絡協議会】

TEL：（県難病相談支援セ
ンター）
県庁　健康増進課
099-286-2714

TEL：（難病連相談・支援
センター）
NPO法人鹿児島県難病・
障害者連絡協議会
099-261-4900

47沖　縄 沖縄県難病相談・支援センター 沖縄県那覇市牧志３－２４－２９
NPO「アンビシャス」

098-951-0567 098-951-0565


