
様式「特定医療費　指定医指定申請書」に必要事項を記載のうえ、次の書類を添付して提出してください。

①医師免許証の写し

②（別紙）経歴書

≪難病指定医の申請をする場合≫

　専門医（４ページ～参照）の資格を証明する書面又は都道府県が実施する研修※を修了したことを証する書面

≪協力難病指定医の申請をする場合≫

　都道府県が実施する研修※を修了したことを証する書面

【 提出先及び問い合わせ先 】

〒７８０－８５７０　　高知県高知市丸ノ内１丁目２－２０

高知県　健康政策部　健康対策課　難病担当あて

ＴＥＬ　０８８－８２３－９６７８

　（高知県が実施する研修の予定については、３ページをご覧ください。）

難病に関する医療費助成制度における 

「指定医」の指定申請手続きについて 

○「難病の患者に対する医療等に関する法律」が平成２７年１月１日に施行され、難病に関す 

 る新たな医療費助成制度が実施されています。 

 

○平成２７年１月１日以降の新制度では、都道府県知事の指定を受けた指定医に限り、難病 

 の患者に対する医療費助成の申請に必要な診断書（臨床調査個人票）を作成することがで 

 きます。指定医の指定を受けるためには、申請手続きが必要です。 

 

○指定医には、①難病指定医（新規申請及び更新申請に必要な診断書が作成できる指定医 

 ）と②協力難病指定医（更新申請に必要な診断書が作成できる指定医）の２種類があります。 

指定医の申請手続き 

指定医以外は、診

断書の作成ができ

ません。 

指定医の指定を受

けるためには、申請

手続きが必要です。 

 医 師 

高 知 県 

①申請 ②指定 
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役割
指定難病患者の支給認定に係る
・新規申請 ・ 更新申請
に必要な診断書を作成できる

指定難病患者の支給認定に係る
・更新申請

に必要な診断書を作成できる

指定医
の区分 ①　難病指定医 ②　協力難病指定医

○診断書を作成するのに必要な知識と技能を
　有すること

○次の（１）又は（２）に該当する者
　（１）学会が認定する専門医（４ページ～）の資
　　　格を有すること
　（２）都道府県知事が実施する研修※（申請
　　　前１年以内のものに限る。）を修了してい
　　　ること

○診断書（更新申請用）を作成するのに必要な
　知識と技能を有すること

○都道府県が実施する研修※（申請前１年以
　内のものに限る。）を修了していること

申請要件
の特例

　平成２９年３月３１日までに限り、次の要件を
満たす場合には、上表（１）（２）の要件に関わら
ず、難病指定医の申請をすることができます。
○診断又は治療に５年以上（医師法に規定す
　る臨床研修を受けている期間を含む。）従事
　した経験を有する医師であること
○指定難病の診断及び治療に従事した経験
　を有すること

（平成２９年３月３１日までに都道府県知事が実
施する研修を受ける必要があります。）

（ 特 例 は あ り ま せ ん ）

申請要件

　（高知県が実施する研修の予定については、３ページをご覧ください。）

○診断又は治療に５年以上（医師法（昭和２３年法律第２０１号）に規定する臨床研修を受けて
　いる期間を含む。）従事した経験を有すること

 医療費助成の対象となる指定難病は、平成27年７月１日時点で306疾病です。 

 平成28年度にも疾病の追加が検討されています。 

○申請は、主として勤務する医療機関の所在する都道府県に行ってください。 

○指定医として指定された場合、高知県から申請者あてに指定通知を送付します。 

○指定を行った指定医を高知県がホームページ等で公表します。 

○指定の有効期間は５年間です。有効期間の更新には更新手続きが必要です。 

○指定医は、氏名、医籍登録番号、主として勤務する医療機関の名称、所在地、その他申請書の記載事 

 項について変更があったときは、変更手続きが必要です。                                 

○主として勤務する医療機関が、高知県外の医療機関に変更した場合にも変更手続きが必要です。 

指定医の役割、要件 

指定難病の対象疾病について 

留意事項 
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協力難病指定医

①難病の医療費助成制度、難病患者のデータ登録についての理解を深める内容

②難病指定医等の職務を理解する内容

③医療費助成制度における診断基準、重症度分類、臨床調査個人票等について
理解する内容

④指定医療機関療養担当規程の遵守等、指定医療機関が行うことについて理解
する内容

⑤難病指定医等が行うべき実務について知識を深め、診断基準等に沿って適切に
臨床調査個人票の記入を行うなどの内容

⑥必要な検査の実施や、診断が困難で、臨床調査個人票が十分に記載できない
場合に、適切な難病指定医を紹介できるよう、難病に対する地域の医療提供体制
や全国的な医療支援体制について知識を習得する内容

※２時間程度の研修

指定医の区分 研修内容等

難病指定医

①難病の医療費助成制度、難病患者のデータ登録についての理解を深める内容

②難病指定医等の職務を理解する内容

③医療費助成制度における診断基準、重症度分類、臨床調査個人票等について
理解する内容

④指定医療機関療養担当規程の遵守等、指定医療機関が行うことについて理解
する内容

⑤難病指定医等が行うべき実務について知識を深め、診断基準等に沿って適切に
臨床調査個人票の記入を行うなどの内容

⑥必要な検査の実施や、診断が困難で、臨床調査個人票が十分に記載できない
場合に、適切な他の難病指定医を紹介できるよう、難病に対する地域の医療提供
体制や全国的な医療支援体制について知識を習得する内容

⑦代表的な疾患に係る疾患概要や診断基準、重症度分類、臨床調査個人票、診
療ガイドライン等について理解を深めるとともに、実際の症例検討や文献考察等を
通して最新の知見に触れながら、診断や治療に当たっての臨床的な問題点につい
て理解する内容

※６時間程度の研修

  指定医の研修について 

 高知県の平成28年度における研修は５月に開催済です。 

 平成29年度についても開催予定です。 

 高知県の平成27年度における研修は１月に開催済です。 

 平成28年度についても開催予定です。 
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学　　　会 専門医名称 学　　　会 専門医名称

日本内科学会 総合内科専門医 日本感染症学会 感染症専門医

日本小児科学会 小児科専門医 日本老年医学会 老年病専門医

日本皮膚科学会 皮膚科専門医 日本神経学会 神経内科専門医

日本精神神経学会 精神科専門医 日本消化器外科学会 消化器外科専門医

日本外科学会 外科専門医 日本胸部外科学会

日本整形外科学会 整形外科専門医 日本呼吸器外科学会

日本産科婦人科学会 産婦人科専門医 日本胸部外科学会

日本眼科学会 眼科専門医 日本心臓血管外科学会

日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医 日本血管外科学会

日本泌尿器科学会 泌尿器科専門医 日本小児外科学会 小児外科専門医

日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医 日本リウマチ学会 リウマチ専門医

日本医学放射線学会 放射線科専門医 日本小児循環器学会 小児循環器専門医

日本麻酔科学会 麻酔科専門医 日本小児神経学会 小児神経専門医

日本病理学会 病理専門医 日本小児血液・がん学会 小児血液・がん専門医

日本臨床検査医学会 臨床検査専門医
周産期（新生児）医専門
医

日本救急医学会 救急科専門医
周産期（母体・胎児）医専
門医

日本形成外科学会 形成外科専門医 日本婦人科腫瘍学会 婦人科腫瘍専門医

日本リハビリテーション医
学会

リハビリテーション科専門
医

日本生殖医学会 生殖医療専門医

日本消化器病学会 消化器病専門医 日本頭頸部外科学会 頭頸部がん専門医

日本循環器学会 循環器専門医 日本放射線腫瘍学会

日本呼吸器学会 呼吸器専門医 日本医学放射線学会

日本血液学会 血液専門医 日本医学放射線学会 放射線診断専門医

日本内分泌学会
内分泌代謝科（内科・小
児科・産婦人科）専門医

日本手外科学会 手外科専門医

日本糖尿病学会 糖尿病専門医 日本脊髄外科学会

日本腎臓学会 腎臓専門医 日本脊椎脊髄病学会

日本肝臓学会 肝臓専門医 日本集中治療医学会 集中治療専門医

日本アレルギー学会 アレルギー専門医 日本専門医機構 総合内科専門医

脊椎脊髄外科専門医

厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格

呼吸器外科専門医

心臓血管外科専門医

日本周産期・新生児医学
会

放射線治療専門医



学　　　会 専門医名称 学　　　会 専門医名称

小児科専門医 老年病専門医

皮膚科専門医 神経内科専門医

精神科専門医 消化器外科専門医

外科専門医 呼吸器外科専門医

整形外科専門医 心臓血管外科専門医

産婦人科専門医 小児外科専門医

眼科専門医 リウマチ専門医

耳鼻咽喉科専門医 小児循環器専門医

泌尿器科専門医 小児神経専門医

脳神経外科専門医 小児血液・がん専門医

放射線科専門医 周産期専門医

麻酔科専門医 婦人科腫瘍専門医

病理専門医 生殖医療専門医

臨床検査専門医 頭頸部がん専門医

救急科専門医 放射線治療専門医

形成外科専門医 放射線診断専門医

リハビリテーション科専門
医

手外科専門医

消化器病専門医 脊椎脊髄外科専門医

循環器専門医 集中治療専門医

呼吸器専門医

血液専門医

内分泌代謝（内科・小児
科・産婦人科）専門医

糖尿病専門医

腎臓専門医

肝臓専門医

アレルギー専門医

感染症専門医

日本専門医機構

日本専門医機構

厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格


