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延岡市非常勤嘱託養育支援訪問指導員の任用に関する要綱

健康福祉部健康増進課

（目的）

第 1条 この要綱は、児童福祉法第 6条の 2第5項に定める「養育支援訪問事業」におい

て、支援することが特に必要と認められる児童及び保護者、または妊婦に対し、訪問に

よる養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を実施するため、非常勤嘱託養育

支援訪問指導員（以下「訪問指導員」という）の任用に関し、必要な事項を定める。

（任用）

第2条 訪問指導員は、保健師、看護師、助産師等の中から市長が任用する。

2 訪問指導員の任用期間は、 1年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは再任

用することができる。

（身分）

第3条 訪問指導員は、非常勤の特別職職員とする。

（職務）

第4条 訪問指導員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 養育支援訪問指導の実施に関すること

(2) 養育支援訪問指導の記録及び報告に関すること

(3) 前2号に掲げるものの外、市長が必要と認める職務に関すること

（通勤日数及び勤務時間）

第5条 訪問指導員の勤務日数は、 1月のうち 15日以内とする。

2 訪問指導員の勤務時間は、 9時から 16時までとする。

但し、やむをえない場合には、午前もしくは午後のみ勤務とすることができる。

（服務）

第6条 訪問指導員は、指定された日時に健康福祉部健康増進課に出勤し、職務について

の報告を行うとともに、必要な指示を受けなければならない。

2 訪問指導員は、傷病その他の理由により職務を遂行できないときは、速やかにその旨

を届け出なければならない。

3 訪問指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後 も

また同様とする。

（報酬）

第7条 訪問指導員の報酬は、日額 6,7 0 0円（午前もしくは午後の半日勤務の場合は、

この報酬額の 1/2の額）とする。

（貸与品）

第8条 市長は、訪問指導員に対し別表に掲げる用具を貸与する。

2 訪問指導員は、退職文は解職となったときは、前項の貸与品を速やかに返還しなけ

ればならない。



（退職）

第9条 訪問指導員は、自己の都合により退職しようとするときは、退職の日の 1月前ま

でに市長に届け出なければならない。

（解職）

第 10条 市長は、訪問指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することが

できる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合又は長期にわたり療養を要する場合

(2) 訪問指導員としてふさわしくない行為があった場合

(3) 勤務成績が良くない場合又は訪問指導員としての適格性を欠くと認められた場合

(4) その他市長が不適当と認めた場合

（身分証明書）

第 11条 訪問指導員は、職務を遂行するときには、市長の発行する身分証明書を常に携

帯し、関係人から請求があったときはこれを提示しなければならない。

2 訪問指導員は、退職又は解職となったときは、前項の身分証明書を直ちに返還しなけ

ればならない。

附則

1 この要綱は、平成 22年 3月 29日から施行する。

別表（第 8条関係）

職 種

保健師、看護師、助産師

貸与品

訪問鞄予防衣



延岡市乳幼児育成指導事業協力員に関する要綱

平成 18年4月 1日

（目的）

第 1条 この要綱は、乳幼児育成指導事業（以下「事業」という。）の推進のため延岡

市乳幼児育成指導事業協力員（以下「協力員Jという。）に関し必要な事項を定める

ことを目的とする。

（選任）

第2条 協力員は事業に関する深い関心と理解をもち、その職務の遂行に必要な能力と

熱意を持つ者の中から市長が選任する。

（職務）

第3条協力員の職務は次のとおりとする。

(1）事業に従事し、必要な指導及び助言を行うこと。

(2）延岡市、その他の乳幼児育成指導に関係する機関と連携を図ること。

（定数）

第4条協力員の定数は 10人以内とする。

（任期）

第5条協力員の任期は 1年とし再任を妨げない。ただし、補欠による任期は前任者の

残任期間とする。

（解任）

第6条市長は、協力員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においても解

任することができる。

(1 ）心身の故障のため、職務の遂行ができないとき。

(2）その他市長が不適当と認めたとき。

（服務）

第7条 協力員は事業に従事するにあたり、事業担当者の指示に従い、事業の円滑な推

進のために協力しなければならない。

2 協力員は乳幼児及び保護者等の人格を尊重し、豊かな愛情と誠意を持って懇切丁寧

に接するよう努めなければならない。

（報償金）

第8条 協力員が事業に従事した場合は、別に定める報償費支出基準に基づき、報償金

を支払うものとする。

（協力員が行う個人情報の取扱い）

第9条 協力員は、事業に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、文

は不当な目的に利用してはならない。

（委任）

第 10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成 18年4月 1日から施行する。



延岡市母子保健推進員設置要綱

旧的 ］

院前52年4月1日

改正昭和53年4月1日

改正日開55年4月1日

改正昭和56年4月1日

改正昭和57年4月1日

改正昭和58年4月1日

改正昭和ω年4月1日

改正昭和62年4月1日

改正平成元年4月1日

改正平成9年4月1日

改正平成15年4月1日

改正平成18年4月1日

改正平成19年4月1日

改正平成22年4月1日

改正平成24年4月1日

第1条 この要綱は、妊産婦及び乳幼児の健康保持増進を図るため、母子保健推進員（以下「推進

員Jという）を設置し母子保健事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

［定数］

第2条 推進員の定数は、 30名以内とする。

［選任］

第3条 推進員は地域の保健師、助産師、看護師、又は母子保健に熱意のある者の中から別に定める

ところにより市長が選任する。

［身分〕

第4条 推進員は保健福祉事業の協力者とする。

［職務］

第5条 推進員は次の職務を行う。

(1) 母性及び乳幼児期の保健に関する問題点の把握を行うこと。

(2) 母子保健に関する各種の申請を行っていないもの及び保健指導、健康診査を受けていないもの

等の把握に務め、妊産婦等の自難句申請受診等が行われるよう協力すること。

(3) その他市長が必要と認めたこと。

［任期］

第6条 推進員の任期は、 2年とし再任を妨げない。但し、 70歳を超えての再任は行わない。また、

改正日現在、 70歳を超えている者についてはこれを80歳とする。

［選任の取り消し］

第7条 推進員が次の各号の 1に該当する場合は、市長は選任を取り消すことができる。

(1) 職務遂行に支障がある場合

(2) 推進員としてふさわしくない行為のあった場合



［職務］

第8条 推進員は、推進員活動を行うにあたっては、母子保働佐進活動担当者と密接な連絡をとると

ともに母子保健に関する施策について知識を深めるよう努めるものとする。

推進員は、推進活動において妊産婦等の人格を尊重し、妊産婦の自発的な行動をうながし、常に豊

かな愛情と誠意をもって、懇切丁寧にことに当たるとともに知り得た秘密は絶対外部にもらさないよ

うにしなければならない。

〔報償費］

第9条 推進員には、報償資として次に掲げる金額の合計額を支払う。

( 1) 基本額 月額 1000円〈但し、訪問活動した月に限る）

(2）加算額 訪問活動1件につき 800円

(3) 「ふれあいひろばj支援業務に従事した場合、 1回につき 1,000円

［その他］

第10条公務災害が発生したときは、「市民総合賠償補償保険」（保険契約者：全国市長会）及び「借

用自動車保険上乗せ賠償保険」（提供団体：全国市町村保健活動協議会）を適用する。

附則 この要綱は平成24年4月1日から施行する。
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延岡市非常勤嘱託訪問指導員の任用に関する要綱

健康福祉部健康増進課

（目的）

第 1条 この要綱は、健康増進法（第四章第 17条）に定める「市町村による生活習慣相

談等の実施」の中で、訪問による保健指導及び栄養指導等及び各種保健事業の中で必要

と認める対象者への訪問指導及び高齢者の医療の確保に関する法律（第 24条）による

特定保健指導を実施するため、非常勤嘱託訪問指導員（以下「訪問指導員」という）の

任用に関し、必要な事項を定める。

（任用）

第2条 訪問指導員は、保健師、看護師、栄養士等の中から市長が任用する。

2 訪問指導員の任周期間は、 1年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは再任

用することができる。

（身分）

第3条 訪問指導員は、非常勤の特別職職員とする。

（職務）

第4条 訪問指導員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 訪問指導の実施に関すること

(2) 訪問指導の記録及び報告に関すること

(3) 前 2号に掲げるものの外、市長が必要と認める職務に関すること

（出勤日数及び勤務時間）

第5条 訪問指導員の勤務日数は、 1月のうち 15日以内とする。

2 訪問指導員の勤務時間は、 9時から 16時までとする。

但し、やむをえない場合には、 9時から 12時まで又は 13時から 16時までの勤務と

することができる。

（服務）

第6条 訪問指導員は、指定された日時に健康福祉部健康増進課に出勤し、職務について

の報告を行うとともに、必要な指示を受けなければならない。

2 訪問指導員は、傷病その他の理由により職務を遂行できないときは、速やかにその旨

を届け出なければならない。

3 訪問指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も

また同様とする。

（報酬）

第7条 訪問指導員の報酬は、延岡市特別職職員給与条例（平成 20年 9月 30日条例第

31号）第3条別表中の「その他の非常勤職員Jの報酬額 6' 30 0円（特に市長が必要

があると認める場合は、日額 20000円以内の額）に私用車使用によるガソリン代相当額

(400円）を加算した額とし、 9時から 12時まで又は 13時から 16時までの勤務の

場合は、この報酬額の 1/2の額にガソリン代相当額（400円）の 1/2の額を加算した

額とする。



（貸与品）

第 8条 市長は、訪問指導員に対し別表に掲げる用具を貸与する。

2 訪問指導員は、退職又は解職となったときは、前項の貸与品を速やかに返還しなけ

ればならない。

（退職）

第 9条 訪問指導員は、自己の都合により退職しようとするときは、退職の日の 1月前ま

でに市長に届け出なければならない。

（解職）

第 I0条 市長は、訪問指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することが

できる。

(I) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合又は長期にわたり療養を要する場合

(2) 訪問指導員としてふさわしくない行為があった場合

(3) 勤務成績が良くない場合又は訪問指導員としての適格性を欠くと認められた場合

(4) その他市長が不適当と認めた場合

（身分証明書）

第 II条 訪問指導員は、職務を遂行するときには、市長の発行する身分証明書を常に携

帯し、関係人から請求があったときはこれを提示しなければならない。

2 訪問指導員は、退職又は解職となったときは、前項の身分証明書を直ちに返還しなけ

ればならない。

（報酬の支払）

第 I2条 訪問指導員の報酬は月の初日から末日までを計算期間とし、翌月 I5日に口座

振替の方法により支払う。ただし、その日が日曜日、土曜日文は延岡市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例第 9条に規定する祝日法による休日に当たるときは、その前日を支

払日とする。

附則

I この要綱は、平成 11年4月 1日から施行する。

2 延岡市在宅療養者訪問指導実施要綱（平成 IO年4月 1日定め）は、廃止する。

附則

1 この要綱は、平成 12年 2月 1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成 12年 4月 1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成 19年 4月 1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成 20年 4月 1日から施行する。
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附則

1 この要綱は、平成 21年 4月 1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、平成 23年 4月 1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成 24年 4月 1日から施行する。

別表（第 8条関係）

職種 貸与品

保健師、看護師 訪問鞄予防衣血圧計聴診器電卓 メジャー

栄養士 訪問鞄予防衣塩 分 測 定 器 電 卓 メジャー



平成24年度延岡市がん検診推進事業実施要綱

（趣旨）

第 1条 この要綱は、子宮頚がん、乳がん及び大腸がん検診における受診促進

を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を図り、も

って健康保持及び増進を図ることを目的とした平成24年度がん検診推進事業

実施要綱（平成24年4月5日健発0405第 18号厚生労働省健康局長通知）

に基づき実施する特定の年齢に達した方に対して実施する子宮頚がん、乳がん

及び大腸がん検診に関し、必要な事項を定める。

（検診の種類及び実施方法）

第2条 延岡市が実施するがん検診の種類は、子宮頚がん、乳がん及び大腸が

ん検診（以下「がん検診」という。）とする。

（対象者）

第3条 がん検診の対象者は、がん検診の受診日において延岡市に住所を有し、

次に掲げる年齢の者（以下「対象者」という。）とする。

( 1 ）子宮頚がん検診（女性のみ）

年齢 生年月日

20歳 平成 3 (1991)年4月2日～平成 4 (1992）年4月 1日

25歳 昭和61 (1986）年4月2日～昭和62 (1987）年4月 1日

30歳 昭和56 (1981)年4月2日～昭和57 (1982）年4月 1日

35歳 昭和51 (1976）年4月2日～昭和52 (1977）年4月 1日

40歳 昭和46 (1971)年4月2日～昭和47 (1972）年4月 1日

(2）乳がん検診 （女性のみ）

年齢 生年月日

40歳 昭和46 (1971)年4月2日～昭和47 (1972）年4月 1日

45歳 昭和41 (1966）年4月2日～昭和42 (1967）年4月 1日

50歳 昭和36 (1961)年4月2日～昭和37 (1962）年4月 1日

55歳 昭和31 (1956）年4月2日～昭和32 (1957）年4月 1日

60歳 昭和26 (1951)年4月2日～昭和27 (1952）年4月 1日

(3）大腸がん検診 （男性及び女性）

年齢 生年月日

40歳 昭和46 (1971)年4月2日～昭和47 (1972）年4月 1日

45歳 昭和41 (1966）年4月2日～昭和42 (1967）年4月 1日

50歳 昭和36 (1961)年4月2日～昭和37 (1962）年4月 1日

55歳 昭和31 (1956）年4月2日～昭和32 (1957）年4月 1日

60歳 昭和26 (1951)年4月2日～昭和27 (1952）年4月 1日



（台帳の整備）

第4条平成24年4月20日（以下「基準日」という。）において、延岡市の

住民基本台帳に記載されている方（以下「基準日の対象者」という。）のうち、

第3条第 1号文は第2号又は第3号に該当する年齢の者を整理するため、がん

検診台帳を作成する。

2 基準日以降において、対象者となった者については、必要に応じてがん検

診台帳に追記するものとする。

（クーポン券の送付）

第5条 市長は、基準日の対象者に対して、がん検診の費用が無料となる子宮

頚がん検診無料クーポン券（様式第 1号）又は乳がん検診無料クーポン券（様

式第2号）又は大腸がん検診無料クーポン券（様式第3号）（以下「クーポン券」

という）を送付する。

2 クーポン券の使用期限は子宮頚がん検診は平成25年 2月 17日まで、乳

がん検診及び大腸がん検診は平成25年2月28日までとする。

（クーポン券の交付申請）

第6条 基準日以降に延岡市ヘ転入した対象者がクーポン券を必要とする際は、

がん検診無料クーポン券交付申請書（様式第4号。以下「交付申請書Jという。）

及び前住所地発行のクーポン券を市長に提出しなければならない。

2 対象者は交付されたクーポン券を破損し、又は亡失したことによりクーポ

ン券の再発行を必要とする場合は、交付申請書を市長に提出しなければならな

し、。
3 市長は、第 1項又は第2項の申請に基づきクーポン券を交付する必要があ

ると認めたときは、がん検診無料クーポン券交付決定通知書（様式第5号）に

より、当該申請者ヘ通知するとともにクーポン券を送付する。

4 市長は、第 1項又は第2項の申請に基づきクーポン券を交付する必要がな

いと認めたときは、がん検診無料クーポン券交付申請却下通知書（様式第6号）

により、当該申請者ヘ通知するものとする。

（検診手帳）

第7条 市長は、対象者に対して、平成24年度がん検診推進事業実施要綱に

基づく検診手帳を作成し、クーポン券とともに配付する。ただし、前条の規定

によりクーポン券を再発行した場合には、配付しない。

（実施機関等）

第8条 がん検診は、市長が別表の医療機関等（以下（「実施機関」という。）

に業務を委託して行うものとする。

（検診の実施）

第9条 対象者は、クーポン券を実施機関に提出するとともに、次項又は第3



項に規定する本人確認を受けた後、がん検診を受診するものとする。

2 実施機関は、対象者が提出したクーポン券に記載された氏名、住所及び生

年月日（以下「氏名等」という。）と、当該対象者の健康保険証、運転免許証等

に記載された氏名等を照合して、本人確認を行わなければならない。

3 実施機関は、がん検診を実施するにあたっては、「平成24年度子宮がん検

診実施要領」及び「平成 24年度乳がん検診実施要領」及び「平成24年度大腸が

ん検診実施要領」に定める検診項目により行わなければならない。

4 実施機関は、がん検診を受診した対象者が提出したクーポン券に必要事項

を記載の上、検診票または結果表とともに市長に提出しなければならない。

（記録の整備）

第 10条 市長は、前条第4項の規定により実施機関から検診票または結果表が

提出された場合は、速やかにがん検診台帳に対象者が受診したことを記録する

ものとする。

（個人情報の保護）

第 ll条 市長及び実施機関は、がん検診の結果の取り扱いに特に留意し、秘密

を保持しなければならない。

（その他）

第 12条 この要綱に定めるもののほか、がん検診の実施に関し必要な事項は、

市長が別に定める。

附則

（施行期日）

1 この要綱は、平成 24年 7月 1日から施行し、平成 24年4月 1日から適

用する。

（検診の特例）

2 実施機関は、第9条第 1項の規定にかかわらず、対象者が当該期間に、ク

ーポン券を提出せずにがん検診を受診しようとした場合は、対象者であること

の確認を健康保険証、運転免許証等で行い、クーポン券を提出した場合と同様

に取り扱うものとする。

（検診料の還付）

3 市長は、第9条第 1項の規定にかかわらず、対象者が当該期間に実施機関

でがん検診を受診し、当該実施機関に検診料を支払った場合は、当該対象者に

対して、次の表に掲げる額を限度として還付するものとする。ただし、この助

成を受けようとする者は、平成 24年7月 1日から平成 25年3月31日の問

に延岡市がん検診推進事業に係る実費徴収金還付請求書兼口座振替依頼書（附



則様式第 l号）、クーポン券、実施機関が発行した領収書を市長に提出しなけれ

ばならない。 但し、領収書を紛失している場合においては、領収書の代わりと

なる証拠書類として当該実施機関が作成した検診票を提出しなければならない。

検診の種別 還付限度額

子宮頚がん検診 2. 0 0 0円

乳がん検診 2. 4 0 0円

大腸がん検診 1. 1 0 0円

（当該期間）

4 附則第2項および第3項に規定する当該期間については、次のとおりとす

る。

検診の種別 当該期間

子宮頚がん検診 平成24年5月7日～平成25年 1月31日

乳がん検診 平成24年5月7日～平成25年2月28日

大腸がん検診 平成24年5月7日～平成25年2月28日

（有効期限）

5 この要綱は、平成25年3月31日限り、その効力を失う。



別表（第 9条関係）

【子宮頚がん検診実施機関】

医療機関名

井上病院（平原町）

個 大重産婦人科医院（春日町）

別検診
中元寺産婦人科医院（永池町）

山中産婦人科医院（船倉町）

集団
宮崎県健康づくり協会（宮崎市）

検診

【乳がん検診実施機関】

医療機関名

個 共立病院（中川原町）

別検主世人
延岡市医師会病院（出北）

集 ブレストピアなんば病院（宮崎市）

検診団

宮崎県健康づくり協会（宮崎市）

【大腸がん検診実施機関】
． 

医療機関名

個 延岡市医師会の会員が開設する大腸がん検診協

別検診 力医療機関（但し、県が示す「大腸がん検診実施

医療機関」に登録されていること）

集検診団 高野病院総合健診センタ一宮崎事業所（宮崎市）



様式第 l号（第5条関係）

様式第2号（第5条関係）

様式第3号（第5条関係）



様式第4号（第6条関係）

平成 年

がん検診無料クーポン券交付申請書

延岡市長 首藤 正治 様

住 所

申請者氏名

電話番号

下記のとおり、がん検診無料クーポン券の交付を申請いたします。

生 年 月 日

クーポン券の種類

交付を申請する理由

；【市記入欄】

コし＝＝ロ

年 月 日

該当する番号をOで囲んでください。

1. 延岡市に転入したため

延岡市に転入した日 平成 年

2. クーポン券を破損又は亡失したため

月 日

⑫ 

）歳

月 日



様式第5号（第6条関係）

延 健 増 第 号

平成年月日

様

延岡市長首藤正治

（公印省略）

がん検診無料クーポン券交付決定通知書

平成 年 月 日付けで申請のあったがん検診無料クーポン券の交付に

ついては、下記のとおり決定したので通知します。

なお、決定に不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して

60日以内に市長に対して審査請求をすることができます。

守巳＝＝口

認定に関する事項

(1）交付するクーポン券の種類

(2）交付しないクーポン券の種類及びその理由



様式第6号（第6条関係）

延健増第 号

平成年月日

様

延岡市長首藤正治

（公印省略）

がん検診無料クーポン券交付申請却下通知書

平成 年 月 日付けで申請のあったがん検診無料クーポン券の交付に

ついては、下記の理由で申請を却下したので通知します。

なお、決定に不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して

60日以内に市長に対して審査請求をすることができます。

記

却下の理由



「健康のべおか 21推進会議J設置要綱

（名称及び目的）

第 l条 延岡市健康増進計画「健康のべおか 21 J推進に関する中核的組織として、市民の

生涯にわたる健康づくりへの支援を円滑かつ効果的に推進するため、健康のべおか 21推

進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。

（構成）

第2条 推進会議は、この会の目的に賛同し、そのための活動を積極的に行う別表の団体（以

下「構成団体」という。）が推薦する委員で構成する。

2 推進会議に、協力団体（個人）で構成する「健康のべおか 21サポーター」を置くことが

できる。

（事業）

第3条 推進会議は、第 1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 「健康のべおか 21」の全市的な推進及び啓発に関すること。

(2) 市民健康づくり支援対策に係る情報の交換に関すること。

(3) 関係機関、団体等との連絡調整に関すること。

(4) その他市民の健康づくり推進に関すること。

（会長及び副会長）

第4条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。

（会議）

第5条 推進会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができ

る。

（庶務）

第 6条 事務局長に福祉保健部健康管理課長を充てる。

2 推進会議の庶務は、延岡市福祉保健部健康管理課において処理する。

（補則）

第 7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定

める。

附則

この要綱は、平成 15年 10月 1日から施行する。



ヘルストピア延岡運営助成事業実施要綱

（目的）

第1条 ヘルストピア延岡運営助成事業（以下「助成事業」という。）は、ヘル

ストピア延岡の施設運営を円滑に促進し、市民の健康増進を図ることを目的

とする。

ヘルストピア延岡運営助匪恵三~＇.＇f＇.倣予：鳴瞬間射しれrt弘.....~~抑制｜
睡蓮整問露雌龍醤瞳盤国指寝鰯麗商竃握底堅Z億麗関趨君国臨周畷圏思

（実施主体）

第2条 事業の実施主体は延岡市（以下「市」という。）とする。

（運営主体）

第3条 事業の運営主体は、ヘルストピア延岡について、延岡市公の施設に係

る指定管理者の指定の手続に関する条例（平成 15年条例第33号）第4条の

規定に基づき公告された指定管理者（以下「指定管理者」という。）とする。

（助成の要件）

第4条 市は、指定管理者が行うヘルストピア延岡の管理運営経費について、

市場価格の高騰等やむことを得ない原因により、支出が過大となった場合に、

その不可抗力と思われる範囲内において助成を行う。

2 前項の助成については、予算の範囲内とする。

（補助条件）

第5条 補助条件は、規則第5条様式第2号に掲げるものの他、次のとおりと

する。

( 1 ）事業を変更、中止する場合には、あらかじめ申請書（規則第7条様式第

3号）により、市長に申請し、承認を受けなければならない。

(2）事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿および証拠書類は、事

業完了後、 5年間保管するものとする。

（交付決定）

第6条 市長は、第4条の申請書を受理したときは、これを審査し、補助金の

交付額を決定し、補助指令書（規則第5条様式第2号）により申請者に通知

するものとする。



（補助金の交付）

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助金等交付請求

書（規則第9条様式第4号）により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求があった場合は、予算の範囲内で当該補助金を交付す

るものとする。

3 補助金の支払については、交付決定を受けた者の経営状況を勘案した上で、

規則第 12条の規定に基づく支払方法を選択する。

（実績報告）

第8条 前金払い等で補助金の交付を受けた者は、補助事業の完了後20日以

内に、収支計算書その他必要な資料を添付し、事業実績報告書を市長に提出

しなければならない。

2 市長は、前項の実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、補助金

の額を確定する。この場合において、補助金交付決定額が確定額を上回ると

きは、その差額を返還させ、確定額に満たないときは、その差額を追加交付

するものとする。

（補助金の返還）

第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当

すると認めるときは、補助金交付決定額の全部又は一部を取り消し、既に交

付した補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずる

ものとする。

( 1 ）申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2）事業実施方法が不適当であると認められるとき。

（その他）

第 10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成 18年3月 15日から施行する。



健康増進課実習生受け入れ要綱

（目的）

第 1条 この要綱は、次に掲げる学校又は養成施設（以下「要請所等」という。）の設置者

の依頼による当課における実習生の受け入れについて必要な事項を定めるものとする。

(I) 保健師助産師看護師法（昭和 23年法律第 203号）第 19条第 1号の学校、第 20条第

1号の学校、第 21条第 1号・第2号及び第 3号の学校及び看護師養成所

(2) 栄養士法（昭和 22年法律第 245号）第2条第 1項及び第 5条の 3第4号の養成施設

(3) その他健康増進課長の認める学校及び養成施設等

（申請）

第2条 養成所等の施設者は、健康増進課に実習生の受入れを申請しようとするときは、実

習生受入れ申請書（別記様式第 1号）を健康増進課の長（以下「課長」という。）に提出し

なければならない。

（承認）

第3条 課長は、前条の規定により実習生受入れ申請を受理したときは、その内容を検討し、

業務に支障をきたさないと認めるときは、実習生受入れ承認通知書（別記様式第2号）に

より承認を与えるものとする。

（誓約書）

第4条養成所等の設置者は、前条の規定により承認を受けたときは、誓約書（別記様式第

3号）を課長に提出しなければならない。

（課長の責務等）

第5条課長（課長の指揮を受ける職員も含む。）は、実習生に対し、接遇態度の適正及び服

務規律の厳正を期するため適切な指導を行うものとする。

2 課長は、前項の指導に著しく従わない実習生がある場合は、養成所等の設置者と協議の

上、該当実習生の実習を拒むことができる。



（損害賠償）

第6条 実習生が故意文は過失により施設、備品等を損傷したときは、養成所等の設置者に

その損害を賠償させるものとする。

2 実習生が実習中に故意又は過失により当課施設、備品等を損傷したときは、養成所等の

設置者にその損害を賠償させるものとする。

（事故）

第7条 実習生が実習中に当該実習生の不注意により自損事故を起こしたときは、養成所等

の設置者にその損害を賠償させるものとする。

（その他）

第8条 第 1条各号に掲げる養成所等の設置者以外の者から依頼された実習生の受入れにつ

いては、第2条から前条までの規定を準用する。

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、課長が別に定める。

2 この要綱について疑義が生じた場合は、課長と養成所等の設置者が協議してさだめるも

のとする。

附則

1 この要綱は平成20年4月 1日から施行する。

2 この要綱施行の際、現に実習生の受入れが行われているときは、この要綱により行われ

ているものとみなす。

（施行期日）

この要綱は平成 21年5月 1日から施行する。



乳幼児の育成指導事業実施要領

1 目的

健康診査などにおいて「要経過観察Jと診断された児童や育児不安をもっている母親な

どに対し、必要な指導を行うことにより、児童の心身の健全な発達を促し、また、保護者

の育児不安の解消を図ることを目的とする。

2 実施主体

実施主体は、延岡市とする。

3 事業の種類及び内容

1) 1歳6か月児健診フォロー教室（音楽あそび）の開催

早期に発見された運動機能や視聴覚、精神発達の遅れなど、発達につまづきがあると思

われる乳幼児に対し、あそびを小グループで、保護者と一緒に体験することを通じて、経過

観察の場とする。また、模倣力や友だちとの関わりのカを育み、心（ことば）や体の発達

を促すために、次のとおりフォロー教室を開催する。

(1）対象

1歳6か月児健診や相談、訪問指導などにより把握された幼児で、多動が目立つ、指示

が入らない、有意味語が出ていないなど、発達につまずきがあると思われる子どもで、明

らかな遅れと判断がつきにくく、経過観察が必要とされた児。

(2）実施方法

ア開催 回数月 4回（第 1から第4の金曜日）

（原則として 3か月で終了とし、関係者によるケース検討会でその後の支援を考える）

イ 内容 リズム遊び，手遊び，歌遊び，絵本など

ウ スタッフ 保育士，音楽療法士．発達相談員．保健師など

2）ことばの相談の開催

ことばのおくれのある乳幼児に対し、聴覚・理解力・表現力のどの部分に問題があるの

かを明確にし、適切な療育について考え、発達の援助を行うためにことばの相談を定期的

に実施する。



(1）対象となる乳幼児の把握

次のアからウにより把握された乳幼児（保護者の同意が得られたもの）について、あら

かじめ関係機関から様式 1号による「ことばの相談J連絡票の提出を受けることにより、

対象児を把握する。

ア 市で実施する乳幼児健康診査、育児相談、訪問指導などの結果、ことばの遅れが

あると思われる乳幼児

イ 保育所など関係機関から紹介された乳幼児

ウ 保護者から相談の希望があった乳幼児

(2）相談担当者

相談の実施担当者は言語聴覚療法士とする。

(3）相談の実施方法

相談は個別相談とし、月 1回程度、予約制とする。

4 運営会議

この事業を実施するに当たり、関係機関と十分に連携を取り、運営会議を開催することと

する。開催回数は年2回とし、必要に応じ回数を調整する。

構成員は、母子保健事業（主に健康診査）に関係する職種とする。

附 則

この要綱は平成 12年4月1日から施行する。



作成：平成 22年 3月

妊婦一般健康診査実施要領

1. 目的

この要領は、母子保健法第 13条の規定により、妊婦の健康診査を医療機関に委託して行い、妊娠時

の異常の早期発見、早期治療等を促進するとともに、妊婦の健康管理の向上を図ることを目的とする。

2.実施主体

事業の実施主体は、延岡市とするo

3.実施対象者

市内に居住する妊婦とする。

4.実施回数及び検査項目

1人につき 14回以内

原則として、別表1の週数で受診するよう指導するものとする。

5.受診票及び補助券の交付

母子健康手帳を交付する際等に妊婦一般健康診査受診票（以下「受診票」という）及び妊婦一般健康

診査補助券（以下「補助券」という）を交付する。

6. 実施方法

①週数に応じた受診票もしくは補助券を利用して実施する。

②血液検査については必ず全項目実施するものとする。（以前に検査している場合においても実施する）

また、事前に検査内容等の説明を行い、妊婦の了解を得たうえで実施するo

③グルコース検査は、原則空腹時血糖とする。食事をしている場合は、食事時間を考慮した上で判定を

行う。

7.診査結果

医療機関は、診査を行った該当月の受診票（所定欄に診査結果を記入）を翌月 10日までに県医師会

に提出するものとする。

また、請求の際は、請求書内訳書に受診票を添付する。



作成：平成 22年 3月

別表 1

数
受診票・

回
補助券の別 実施する検査

く使用できる週数＞
（色）

第 1回 受星隠人伊百万て
問診・診察・超音波検査・尿検査・血液型（ABO、Rh、不規則抗体）・

梅毒検査・ TPHA・B型肝炎抗原検査・ C型肝炎抗体検査・グルコー
く～ 15週まで＞ （黄色）

ス・ヘモグロビン・ HI V検査・ ATL検査・風疹ウイルス抗体価検査

第2回 補助券 問診・診察・尿検査

く16～1 9週＞ （水色）

第3回 補助券 問診・診察・尿検査

<20～23週＞ （水色）

第4回 受診票 問診・診察・超音波検査・尿検査・グルコース

く24～25週＞ （黄色）

第5回 補助券 問診・診察・尿検査

く26週～27週＞ （水色）

第6回 補助券 問診・診察・尿検査

く28週～29週〉 （水色）

第7回 受診票 問診・診察・超音波検査・尿検査・ヘモグロビン

く30週～31週〉 （黄色）

第8回 補助券 問診・診察・尿検査

く32週～33週〉 （水色）

第9回 受診禁 問診・診察・超音波検査・尿検査

く34週～35週〉 （黄色）

第 10回 受診票 問診・診察・超音波検査・尿検査・ヘモグロビン

く36週〉 （黄色） B群溶血性レンサ球菌（細菌培養同定検査）

第 11回 受診票 問診・診察・超音波検査・尿検査

く37週〉 （黄色）

第 12回 受診票 問診・診察・超音波検査・尿検査

く38週〉 （黄色）

第 13回 受診票 問診・診察・超音波検査・尿検査

く39週〉 （黄色）

第 14回 補助券 問診・診察・尿検査

く40週〉 （水色）



平成 24年度すこやかセミナー開催要領

1 .趣 ヒコ
Eヨ

これから親になる人を対象とし、母親同士の仲間づくりや父親の育児参加を目的とする。

また、講義や実習を通して出産・育児についての不安や悩みを軽減し、知識と情報を得る

機会とする。

2. 主 催 延岡市健康増進課

3. 日 時 1クール：平成 24年 6月 15日（金）、 6月 22日（金）、 6月 24日（日）

2クール：平成 24年 10月 12日（金） 10月 19日（金）、 10月 21日（日）

3クール：平成 25年 2月 15日（金）、 2月 18日（月）、 2月 24日（日）

4. ~ 揚 社会教育センター ※参加人数によって会場の変更あり

5. 講習時間〔l回目 19: 00 

2回目・・ 19: 00 20 : 30 (2月 18日のみ 14:30～16:00) 

3回目… 9: 30 14: 00 

6. 対 象 妊娠期の女性及びパートナー

7. 定 員 30組

8. 事業費 報償資教育 6,500円×6回＝39,000円

需用費調理代 500円×60人＝30,000円（調理代のみ実費）

役務費案内 50円×250人＝12, 500円

9. 申込方法
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／
 内案者象対の

、ll
l〉
l
l
l
J

白

川

白

川

白

川

「

o
n
u
u

官

l

～
～
～
 

円

月

白

川

白

川

η
L
n
o
n
U
 

L

V

I

V

I

V

 

－－一

ク

ク

ク

官

l
n
L
η
ο

L
t
s
 

L
T
 

交帳手子母

参加希望者は、官製はがきか電話・ ~AX· メールで健康増進課に申込む（下記事項を把握）。

〔①氏名 ②ー（柑） ③住所④一 ⑤一日｜

⑥かかっている病院名 ⑦今一番知りたいこと J 
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平成 24年度

:m延岡市生：活保護健康

延岡市健康増進課



（一年度 『延岡市生活保護健康診査』実施要領）

1 .対象者 受診日当日に医療保険に加入していない延岡市生活保護受給者であって、実施

年度内に 40歳以よの誕生日を迎える者とします。

ただし、妊産婦、 6ヶ月以上の長期入院者、障害者施設や養護老人ホーム等の

施設入所者、生活習慣病で受診中の者は除きます。

2.対象者の確認方法及び受診料

0 延岡市発行の当年度内の保護証明書を確認してください。

〔受診者は延岡市健康診査票兼実施報告書（健診カルテ）と問診票、保護証明書を医療

機関に持参します。保護証明書は医療機関で回収してください。〕

0 受診料は無料。

3.期 間 契約締結の日から平成 25年 3月 31日まで

4.実施時間 診療時間内

5.内 容

【健康診査項目及び方法】

健康増進法に基づき、生活習慣病予防に着目した健康診査を行います。

具体的な実施方法等については、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準及び

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき後期高齢者医療広域連合が保健事業として行う健

康診査に準ずるものとします。

【検査項目】

( 1 ）匝諺吾全員について倹査するもの〈基本的な健診項目〉｜

①問診 ②身体計測（身長、体重、 BMI、腹囲）③理学的検査 ④血圧測定

⑤尿検査 （糖・蛋白・潜血）

⑥血液検査（中性脂肪・ HDLコレステロール・ LDLコレステロール・ AST(GOT)

ALT(GPT）・ r-GTP・空腹時血糖・ヘモグロビン Ale・血清クレアチニン・尿酸値）

ア）問診 問診は「標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）」に示された標準的な

質問票に沿って行います。

イ）身体計測 身長、体重、腹囲を測定し、 BMIを算出します。

ただし、ヱ豆盛込よi主塵盟塑l墨金坐霊I主盗りません。

＜腹囲測定方法＞

・立位、軽呼気時において、隣の高さで測定すること。

、
‘ ． 



，， 

・脂肪の蓄積が著明で隣が下方に偏位している場合は、肋骨下縁と前上腸骨練の中点の高

さで測定すること。

※以下の人は、医師の判断により腹囲測定を省略することができます0

• BMIが20未満の人

• BMIが22未満で、自ら腹囲を測定し、その値を申告した人（ただし、値をカルテに記

入してください。）

ウ）理学的検査 視診、聴打診、腹部触診、その他必要な検査を実施します。

エ）尿検査 蛋白、糖、潜血は試験紙を用いて検査します。

オ）血圧 聴診法及び自動血圧計による。

血圧は原則 2回測定とし、 2回の測定値の平均値を用いてください。

ただし、実施状況に応じて l回の測定についても可とします。

カ）血清脂質検査 中性脂肪、 HDLコレステロール、 LDLコレステロールを測定します。

キ）肝機能検査 AST(GOT）、 ALT(GPT）、 r-GTPを測定します。

ク）血糖検査 空腹時血糖、ヘモグロビン Alcを測定します。

ケ）腎機能検査

原則として、空腹時血糖を測定しますが、随時血糖の場合でも値を記入

してください。

血清クレアチニン、尿酸値を測定します。

c2) I医師の判断に基づき選択的に実施するもの〈詳細な健診〉｜

40歳～ 74歳までの対象者には基本的な健診項目に加え、下記の詳細な健診を実施します。

詳細な健診を実施する際は、健康診査票の実施理由欄にチェックしてください。

※75歳以上の対象者には詳細な健診はありません。

ア）貧血検査 ： 血色素量、赤血球、ヘマトクリット値を測定します。

．貧血検査実施選定基準：貧血の既往歴を有する者、または視診等で貧血が疑われる

者のうち、医師が必要と認める者に貧血検査を実施します。

イ）心電図検査 ： 前年度の健診結果において下記実施基準の①～④のすべてに該当した者の

うち、医師が必要と認めた者に 12誘導心電図検査を実施します。

．心電図検査の実施基準

①血糖 a 空腹時血糖 i oo mg/de以上 文は b HbAlcの場合 5.2%以上

②脂質 a 中性脂肪 i so mg/de以上 又は b HDLコレステロール 40略 1ae未満

③血圧 a 収縮期 130mmHg以上 文は b 拡張期 85mmHg以上

④肥満 a 腹囲 M~85c m、F~90c m 又は b BM  I ~25 

※市の発行した「心電図検査基準該当証明書（生）Jを持参している者に対し、性別や

年齢を踏まえ、心電図検査を実施するかどうかを医師が個別に判断したうえで実施し



てください。また、必要と認めた場合は、その理由を健康診査票にチェックしてくださ

い。

7.健康診査判定、指導区分

各項目および総合所見について下記の判定区分とし、その区分は、医師の判断に基づいて行

います。なお、総合判定は、区分全体で一番重い状況にチェックすることになります。

1 ）所見なし fこの検査の範囲では、異常を認めません。または、わずかに異常を認め 1

にますが、日常生活には差し支えありません。 ) 

2）要指導 （日常生活に注意を要し、食事・運動・休養などの生活習慣の改善が必要です）

3）要医療 （治療を必要とします。または、二次検査を必要とします。）

8.結果通知及び指導

受診者には 1週間後、全員に『結果のお知らせ』（健康診査票2枚目）を渡し、健診結果の説

明と生活習慣改善の指導をしていただきますようお願いします。

9.実施報告書

健康診査票は、医療機関控（3枚目）を保管し、市控（ 1枚目）と問診票、受診者から回収し

た保護証明書を医師会まで送付してください。

なお、送付は結果を記入したあと、 1ヶ月分をまとめて、翌月の初めに提出してください。

10.個人情報の保護

健診業務の実施については、「個人情報の保護に関する法律Jを遵守し、「医療・介護関係事業

者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に沿って個人情報の適切な取扱いを

行うようお願いいたします。

11. その他

市では、受診の結果、「要指導」とされた人に、保健師・看護師・栄養士等による保健指導を実

施する場合があります。

司砂



平成 24年 度歯科健康診査実施要領

この実施要領は、延岡市と社団法人延岡市歯科医師会との問で締結された「歯科健康診

査 業務委託契約書J（以下「委託契約書」という。）第2条に基づき、歯科健康診査を実

施するために必要な事項を定める。

1. 目的

市民の歯科衛生の向上に寄与するとともに、有効的な歯科健診システムの確立を図

ることを目的とする。

2.実施主体

延岡市

3.対象者

①延岡市内に居住する満18歳以上の者（ただし治療中の者を除く）

②延岡市妊婦歯科健診受診券を持参した妊婦（年齢は問わない）

4.実施場所

延岡市歯科医師会の会員が開設する医療機関および延岡市歯科医師会の主催するイ

ベント会場において実施するo

5.実施期間

平成24年 4月 1日（日）～平成25年 3月31日（日）

6.健診の実施内容

問診、口腔内検査、口腔に関する相談を行うものとする。

ア．問診

問診については、歯科健康診査票への受診者本人の記入及び口頭により行

うものとする。

なお、健診当日に治療は行わないものとする。

イ． 口腔内検査

口腔内検査については、歯科健康診査票に基づき口腔内の歯・歯肉の状態、

歯石の沈着、歯の動揺等の検査を行うものとするo

ウ． 口腔に関する相談

歯科健康診査票の問診欄に記入された事項及び受診者が口頭で申し出た事

項について相談に応じるものとする。



7.結果通知と事後指導

結果通知は健診後、本人に歯科健康診査票の写しを手渡すことにより行う。この際、

健診結果の説明と事後指導を充分に行うものとする。妊婦に対しては、歯科健診診査

票の写しを母子手帳に挟むか添付するよう指導する。

8.受診料（本人負担額）

受診料（本人負担額）は無料とする。

9.健診結果の報告

実施医療機関は、月毎に歯科健康診査票をとりまとめ、翌月 10日までに歯科医師

会に提出するものとする。妊婦に対しては、歯科健康診査票に妊婦歯科健康診査受診

券を添付し、提出する。



盲古玉:ZH泉力宅〆υ布実言室参雲定方包霊芸令頁

この実施要領は、延岡市と社団法人 延岡市医師会との閤で締結された「がん検診業務委託契約書」

第2条に基づき、前立腺がん検診を実施するために必要な事項を定めたものです。

1.対象者

2.実施期間

3.実施機関

4.実施方法

5.検診内容

延岡市に住民票を有し、年度内に満50歳以上の男性で受診を希望する人。

〈但し、職場で検診を受けることのできない者に限る〉

平成24年5月7日〈月〉～平成25年 1月31日（木〉までとする。

延岡市医師会の会員が開設する前立腺がん検診協力医療機関。

( 1 ）検診受付・・・各医療機関窓口で受信を行うこととする。

(2）実施会場・・・各医療機関とする。

(3）実施時間・・・各医療機関の診療時間内とする。

問診及び前立腺特異抗原（PSA）測定

※ 問診票は各医療機関に置いておく。

｜※採血管はPSA検査分として、一般生化学検査とは別に使用する

6.実費徴収金 検診受付の際に、別表に掲げる実費徴収金を窓口で徴収する。

｜受診方法の区分については、「同時実施Jまたは「単独検査」とする

①「同時実施」…特定健診・後期高齢者健診・生活保護健診・肝炎ウイルス

検診等の血液検査を伴う健診と同時に行う場合とする

②「単独検査」…前立腺がん検診のみを実施する場合とする

※次の場合、実費徴収金は減免する。

Q?l_亘監霊盆童三盆遡直鐙萱医墜箪埋堕萱

高齢受給者証・後期高齢者医療被保険者証により確認し、前立腺がん検診

問診票兼結果票及び実施表の受診料該当欄にチェックする。

〈イ〉市民税非課税世帯の者

市役所発行の課税証明書を確認し、前立腺がん検診問診票兼結果票及び実

施表の受診料該当欄にチ工ツクする。課税証明書は毎月まとめて市に提出する。



7.精密検査

（ウ〉生活保護受給世情の者

市役所発行の保護証明書を確認し、前立腺がん検診問診票兼結果票及び実

施表の受診料該当欄にチェックする。保護証明書は毎月まとめて市に提出する。

精密検査の必要な蓄については、各医療機闘が本人に直接、結果を説明する。

この際、「前立腺がん検診問診票兼結果票（個人控え〉」と、「精密検査医療機関

一覧（水色チラシ）J、「前立腺がん検診精密検査について（報告）」を渡し、必ず

受診時に持参するよう説明する。

扇；頭績調：扇初日髄際結；絡橋轍記~.2~｝誌編質江崎密議議＼

星観るi；拡震が延両面長~.~抗議居予語碩議長提訴す議

采！？？稽後受診霊li~量挙語＇（；）ますめで♂橋面詰暴あ医前芸漣：ffiほ草~lEお顧ITTじ蚕ヨミ

｜精密検査にかかる費用は健康保険を利用し受診者負担とします｜

8.結果の通知 1枚目は延岡市控、 2枚目は個人控、 3枚目は医療機関控とする。市への通知

は、翌月 10日までに、結果票（1枚目〉及び実施表（1・2枚目〉を医師会経

由で提出する。受診者へは、 3日から7日後に結果をとりにくるように指導する。

9.実施報告 実施医療機関は、翌月 10日までに結果票及び実施表を医師会に提出する。

医師会は、提出された結果票及び実施表をまとめ、市に提出する。

＜別表：実費徴収金＞

の受診者については、受給者証等の確認または各証明書〈年度内発行〉が必要です

実費徴収金

区分

前立腺がん検診
〈同時実施〉

前立腺がん検診
〈単独検査〉

一般

50 0円

1, 1 0 0円

〈詳細は、「6.実費徴収金」を参照〉
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コ~D暴力電〆u夜実言~~定方包芸雲令頁

この実施要領は、延岡市と社団法人 延岡市医師会との闘で締結された「がん検診業

務委託契約書」第 2条に基づき、大腸がん検診を実施するために必要な事項を定めたも

のです。

1 .対象者

①延岡市に住民票を有し、年度内満40歳以上で、職場で検診を受ける機会のない者

②延岡市が年度内に発行した「大腸がん検診無料クーポン券」を持参しだ者

※但し、現在血便のある者は対象外とする

2. 実施期間

平成 24年5月7日（月〉～平成 25年 1月 31日〈木〉

②の対象者については、

クーポン発行日～平成 25年 2月 28日（木〉までとする。

3. 実施機関

延岡市医師会の会員が開設する下記の医療機関で実施する。

※大腸がん様診協力医療機関〈県が示す大腸がん検診実施機関に登録されていること）

4. 実施方法

( 1 ）検診受信・・・各医療機関窓口で受付を行うものとする。

(2）実施会場・・・各医療機関とする。

(3）実施時間・・・各医療機関の診療時間内とする。

5. 検診内容

検診項目は、問診及び便潜血検査とする。

〈ア〉問診

問診にあたっては、現在の症状、既往歴、家族歴、過去の受診状況等を聴

取する。（※問診票は、医療機関に置く〉

〈イ〉便潜血検査

免疫便潜血検査 2日法で行う 0

．採便方法について

採便用具を配布し、自己採便とする。なお、採便用具の使用方法、採便量、

初回採便後の検体の保管方法等は検診精度に大きな影響を与えるので、探便

用具の配布時にその旨を受診者に十分説明する。用具の配布は、検体の回収

日時を考慮して、適切な時期に行うものとする。

－検体の回収について

初回の検体は、受診者自宅において冷蔵保容〈冷蔵庫での保容が望ましい〉



し、 2回目の検体を採取した後、即日回収することを原則とする。やむをえ

す即日回収できない露合ち、回収までの時聞を極力短縮し、検体の回収、保

管、輸送の過程で温度管理に厳重な注意を払うこととする。校体は各医療機

関で随時回収し、回収後速やかに測定する。速やかな測定が困難な揚合は、

冷蔵保容するものとする。

6. 検診結果の区分

免疫便潜血検査結果により判断し、「便潜血陰性〈精検不要〉」及び「要精検」

に区分する。

7. 結果の通知

検診結果は、精密検査の必要性の有無を附し、受診者に速やかに通知する。

医師会が委託する検査機関 csRし〉が倹診票に結果を記入した後、医師がチェック

し、 1枚目は延岡市控、 2枚目は医療機関控、 3枚目は個人箆〈医療機関から本人ヘ

渡し、結果を説明する〉とする。

市への通知は、翌月 10日までに、検診票及び実施表を医師会経由で提出する。

〈受診者へは、 3白から 7日後に結果をとりにくるように指導して下さい。〉

8. 実費徴収金

検診受信の際に、別表に掲げる実費徴収金を窓口で徴収する。

次の場合、実費徴収金は減免する。

（ア〉高齢受給者・後期高齢者医療被保険者

高齢受給者証・後期高齢者医療被保険者証により確認し、大腸がん検診票及

び実施表の検診料該当欄にチェックする。

（イ）市民税非課税世帯の者

市役所発行〈年度内〉の課税証明書を確認し、大腸がん検診票及び実施表の

検診料該当欄にチェックする。課税証明書は、毎月まとめて市に提出する。

〈ウ〉生活保護受給世帯の者

市役所発行〈年度内〉の保護証明書を確認し、大腸がん検診票及び実施表の

検診料該当欄にチェックする。保護証明書は、毎月まとめて市に提出する。

LエL玄盟主企盤登里担笠竺_ill：／券を持参した者

延岡市発行〈年度内〉の検診無料クーポン券を確認、クーポン券は裏面を

記入した後問診票に添｛寸する。実施表には「クーポンJと記入。

※クーポン券については必ず延岡市公印の有無を確認し、真正のクーポン

券であることを確認する。

クーポン券に記載されだ氏名及び住所、生年月日については本人持参の保

-2・
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険証や運転免許証などで照合し、本人確認を行う。

9. 実施報告

実施医療機関は、毎月、検診票（ 1枚目〉及び実施表（ 1・2枚目〉を翌月 10日

医師会は、提出された検診票及び実施表をとりまとめ、までに医師会に提出する。

市ヘ提出する。

精密検査および定期検査の勧奨1 0. 

「要精検」とされた蓄については、各医療機関が本人に直接結果を説明し、精密検

その際、「大腸がん検診結果のお知らせ〈個人控〉」と、「大腸がん精査を勧奨する。

密検査について〈依頼〉」と「精密検査機関一覧〈緑チラシ〉」を渡し、精密検査を受

精密倹査結果依頼書をける際に必ず持参するよう説明する。〈紹介状を出す揚合ち、

周到して下さい〉

なお、精密検査を受診しないことにより、大腸がんによる死亡の危険性が高まるな

どの科学的知見に基づき、十分な説明を行うものとする。便潜血検査のみによる精密

がんの見落としの増加につながることから行わない。検査は、

「便澄血墜性者」 うち、 診の結果「大腸がんのハイリスク者Jと思われる湯合

には主工玄腫宣銅検査のお勧由工黄色チラシ〉」を渡し、定期検査を勧奨する。

精密検査機関では、「太腸1.Jtん検診精密検査について〈依頼＿）Jを記入し足後、結果報‘告書.（？
枚目〉を径百会に提出する。実窒議婁撃も奨fをむf訟ので、続検掃き桑は早めに提出して？とさ（，¥ 0 

※検査結果通知⑤は必ず行ってくださし、。

｜市｜

（

1
枚
目
）

③
検
診
票
・
実
施
表
送
付

※③検査容器の使い方など必ず

検診票等送付（随時）

ご説明下さい。

※ 

本＼＼＼－

L一歩 ｜ 

⑦毎月の実施表送付 (1、2枚目） J l 

－

↑

※

⑤

検

査

結

果

通

知

（

3
枚
目
）
／

④

容

器

提

出

I
l
l
i－
－
－
－

v

小
l
i
l－
－

③

容

器

配

布

小
I
l
l－
－

②

受

診

料

徴

収

11. 検診の流れ

受診者

医師会
⑥検診票返送 (1枚目）
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＜別表：実費徴収金＞

※－の受診者は、受給者証等の確認または各証明書・クーポン券〈年度内発行〉

が必要です。

〈詳細は、「 8. 実費徴収金」を参照〉

実費徴収金

区分

大腸がん検診
（便潜血反応〉

種空L
I I .検査結果の区分

一般

1. 1 0 0円

； 大腸がん検診の結果は、問診結果を参考に、便潜血検査結果より判断し「便潜血

I 陰性」及び「要精検」に区分する。

I この揚合、問診結果のうち、顕出血などの自覚症状を呈する蓄には、以下のような

！ 指導を行うことが望ましいが、問診結果のみにで「要精検jとはしないこと；とする o

! II .事後管理「受診指導」

! ①「便潜血陰性」と区分された者

I 今回の便潜血検査の結果、血液が検出されなかっだ旨を本人に通知する。

I しかし、今回の検査の結果が陰性であっても、小さな早期がんなどで出血が微量な

I 湯合には血液の付着した部分から採便されず検査陰性となる湯合があつだり、まだ、

； 新たながんの発生も考えられることなどから、逐年検診の必要性を強調すべきであ
る。

便潜血検査後に顕出血、便の狭小化などの自覚症状を認め、必要と思われる場合

には速やかに医療機関を受診するように指導する。

②「要精検」と区分された者

便潜血検査の結果、陽性と判定された蓄については、がんを含む大腸疾患〈大腸

がん、漬場、ポリープ、炎症性腸疾患、痔など〉の可能性があり、精密検査として

大腸内視鏡検査などを行う必要性があることを十分に説明し、大腸内視鏡検査の実
施可能な医療機関を受診するよう指導する。

精密検査の必要性については、検診時あるいは検査結果判明前に説明しておくこ
とが望ましい。

L ... ・－・・・ー一四一…......・－…”….......・．． “ 

参者文献：「老人保健法による健康診査マニュアル」第2版

老人保健事業研究会編 日本医事新報社

～P. 258 第6章大腸ガン検診～
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子宮がん検診実施要~頁

この実施要領は、延岡市と社団法人 延岡市医師会との聞で締結された「がん検診

業務委託契約書」第 2条に基づき、子宮がん検診を実施するために必要な事項を定

めたものです。

1 .対象者

① 延岡市に住民票を有し、年度内に満 20歳以上偶数年齢に達する者。

② 延岡市に住民票を有し、年度内に満 20歳以上で、①に該当しないが昨年

度子宮がん検診を受けていない者。

※ ①、②いずれも職湯等で子宮がん検診を受ける機会のある者を除く。

③「平成24年度がん倹診推進事業」における子宮がん検診対象者

〈延岡市が年度内に発行した「子宮頚がん検診無料クーポン券」を持参した者〉

銀融監騒説明；註賞受駐仏露諸彦経革委L頃車場羽

2. 実施期間

平成 24年 5月7日（月）～平成 25年 1月3 1日（木〉まで

③の対象者については、

平成 24年 7月2日（月）～平成 25年 1月31日〈木）までとする。

④の対象者については、

平成 24年 4月2日（月〉～平成 25年 3月30日（土〉まで

3. 実施機関

延岡市医師会の会員が開設する、子宮がん検診協力医療機関。

4. 実施方法

( 1 ）検診受信・・・各医療機関で受付を行うものとする。

(2）実施会場・・・各医療機関とする。

(3）実施時間・・・各医療機関の診療時間内とする。

5. 検診内容（頭部検診〉

c 1 ）問診

問診にあたっては、妊娠及び分娩歴、月経の状況、不正性器出血等の症状

の有無、過去の検診受診状況等を隠取する

※検診票は様式 1号を使用する。

(2）視診

陸鏡を挿入し、子宮頚部の状況を観察する。

(3）細胞採取の方法



子宮頚管及び陸部表面の全面擦過法によって検体を採取し、迅速に固定し

た後、パパニコロウ染色を行い顕微鏡下で観察する。

(4）内診

双合診を実施する。

(5）指導区分及び事後管理

1 .子宮頚部の細胞診の判定

細胞診の判定結果は、ペセスダシステムにより報告する。

2. 子宮頚部の検査結果の区分

判定結果が「NIしM」の蓄は「異常なし」とし、 NILM以外の蓄を「要精

検」とする。なお、検体不適正については、検体採取が行われた医療機

関で再診を行うことを原則とする。再診により再度検体不適正になっだ

傷合は、医師の判断により次回の再診時期を決定する。

また、集団検診車により検体採取が行われた揚合の検体不適正者にお

いては、医療機関で再診を行うこととする。

(6）検診結果の通知及び指導

（ア〉検診結果については、実施医療機関において受診者に通知し、適切な

説明指導を行う。子宮頚がん検診票の 2枚目〈本人控〉を受診者ヘ渡す。

1. 判定結果が、「異常なし Jの者には、不正性器出血のチェック等日常

生活の注意を促すとともに、翌々年の険診を勧める。

『要再検』の者には、期間を指定し再度、検査を受けるよう指導する。

『要精検』の者には、子宮頚がん精密検査依頼書（2枚複写〉を渡し、

診断と治療について十分な技術を有する医療機関において、精密検査を

受診するように指導する。 1次検診機関から他の医療機関ヘ紹介した

場合も、精密検査依頼書を受診の際必ず持参するように指導する。

同検査・精密検査にかかる費用は健康保険を利用し、受診者負担とします｜

6. 検査内容（体部検診）

( 1 ）対象者及びその選定

問診の結果、子宮体部がんの有症状者及びハイリスク蓄に苅しては、第

一選択として、十分な安全管理のちとで多様な検査を実施することができ

る医療機関の受診を勧奨する白ただし、引き続き子宮体部の細胞診〈子宮

内膜細胞診〉を実施することについて本人が同意する揚合は、子宮頚部が

ん検診に併せて子宮体部の細胞診を行う。

対象者は、頭部検査の問診の結果、最近 6ヶ月以内に

〈ア）杢正生塁血血－〔三通生型企量型血血ょ旦皇盆血血笠｝

（イ〉 月経異常（過多月経、不規則月経等〉

（ウ〉褐色帯下
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金坐主主企金韮盆亙宣L豆旦主主主主歪L なお、この条件に該当しない揚

合でも、疑液性あるいは膿性帯下・下腹部緊満・不快感・子宮の増大等が

認められ、医師が必要と認める揚合には実施する。

(2）問診

体部検査の対象者となった者には、より詳細な問診を行う。

※検診票は様式 2号を使用する。

(3）子宮内膜細胞採取の方法

問診等の結果、体部検査の対象者で引き続き子宮内膜細胞診を実施する

ことについて本人が同意する鼠合には、子宮頚部がん様診に併せて子宮内

膜細胞診を行う。子宮内膜細胞を採取する方法は、吸弓｜法、擦過法として

大別されるが、検査対象者は、子宮頚管が狭くなっていることも考慮し、

それぞれ器具を準備しておくこととする。検体採取後は、迅速に固定して

からパパニコロウ染色を行い顕微鏡下で観察する。

(4）判定の区分

体部細胞診の判定は、「陰性」「疑陽性」及び「陽性」とする。

(5）検査結果の通知及び指導

〈ア〉判定結果については、実施医療機関において受診者に通知し適切な説

明指導を行う。子宮体がん検診票の本人控（2枚目〉を受診者に渡す。

〈イ〉判定結果が「陰性」の蓄は、その他の臨床症状を勘案し精密検査の要

否を決定するが、精密検査受診の必要がない揚合は、『精検不要』とする。

この揚合、不正性器出血のチェック等日常生活の注意を促すとともに、

定期検診の受診を勧める。また、検診後 1～2ヶ月以内に再度不正出血

が見られだり、あるいは引き続き出血が認められる揚合には、医療とし

て再検査等を行う必要がある旨を受診者に説明する。

〈ウ〉判定結果が「疑陽性」または「陽性」の奮は『要精密』とし、十分な

技術を有する精密検査機関において、子宮内細胞診及び内膜組織診等

の精密検査を受けるよう指導する。

7.細胞診について

検体の顕微鏡検査は十分な経験を有する医師及び臨床検査技師を有する専門

的検査機関において行う。この揚合において、医師及び臨床検査技師は日本臨床

細胞学会認定の細胞診専門医及び細胞検査士であることが望ましい。

8. 検体の保存

判定後の検体は、専門検査機関において少なくとも 3年間保寄するものとする。
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9. 実費徴収金

検診受信の際に、別表に掲げる受診者負担金を窓口で徴収する。

ただし、次の場合、実費徴収金は減免する。

( 1 ）高齢受給者・後期高齢者一医塵盤豊監査

高齢受給者証・後期高齢者医療被保険者証により確認し、子宮がん

検診票及び実施表の検診料該当欄にチェックする。

(2）一軍民盟主翠盟豊童金重

市発行の課税証明書を確認し、子宮がん検診票及び実施表の検診料

該当欄にチェックする。課税証明書は、毎月まとめて医師会に提出する。

(3）生活保護受給世帝の者

市発行の保護証明書を確認し、子宮がん検診票及び実施表の検診料該

当欄にチェックする。保護証明書は、毎月まとめて医師会に提出する。

(A〕堕体至適正1三皇室亘盆ζ亘豊重斗皇室宣

一次検査と同一医療機関で再診を受ける揚合は再診料〈再検査料〉を

無料とし、 1回目の検診票と再診時の検診票をまとめて医師会に提出す

る。

一次検査を集団検診車で受け医療機関で再診を受ける揚合は、市発行

の「無料再検査対象者証明書」を確認し、検診票と実施表の検診料該当

欄〈生保の欄〉にチェックする。証明書は検診票と一緒に市に提出する。

(__5；ー杢宣jJtん検診無料クーポン券を持参しだ者

延岡市発行〈年度内〉の子宮頚がん検診無料クーポン券を確認し、子宮

がん検診票及び実施表の検診料該当欄にチェックする。クーポン券は検

診票に添付し、市に提出する。

※クーポン券については、必ず延岡市公印の有無を確認し、真正の

クーポン券であることを確認する。

1 0. 実施報告

クーポン券に記載された氏名及び住所、生年月日については本人

持参の健康保険証や運転免許証などと照合し、本人確認を行う。

実施医療機関は、子宮がん検診票（ 1枚目〉及び実施表（ 2 ・3枚目〉を翌月

1 0日までに医師会に提出するちのとする。

医師会は、提出された検診票及び実施表をまとめ、市に提出する。

選墜俸至適正蓄について

1回目の検診票の「総合判断記入欄」に検体不適正と記入し、再診終了後に

再診分の検診票と一緒に市に提出する〈再診分の検診票は、検査日・細胞診判

定・総合判断の記入を必須とし、その他の事項については省略司とする〉実施

表については 1回目の内容を記入し、検診結果欄は「要再積」で記入する。

なお、集団検診により検体不適正となった蓄の結果については、通常どおり

・4-
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検診票及び実施表を記入し、医師会に提出する〈料金は生保欄にチェックする〉

1 1 .「子宮頚（体）がん検診精密検査について（依頼〉」の取扱について

( 1 ）精密検査の必要な蓄に苅して、｜一次検査機関｜では、「子宮がん検診票（本

人控）」及び「子宮がん検診精密検査について（依頼〉」を渡し、精密検査を

勧める。（精検受診の際に、必ず持参するように伝えて下さい〉

< 2) I精密検査実施医療機関｜では、「精密検査について〈依頼）」の 2枚目の「精

密検査結果報告書」を精密検査実施後 1ヶ月以内に、医師会経由で市に提

出する。

※一次検査機関にて再検査・精密検査を行った場合も、「精密検査結果報告

宣_Ll_盈旦21_室星座金豊血豆三市に提出して下さい。

＜別表：実費徴収金＞

※②～⑤の受診者は、受給者証等の確認または各証明書〈年度内発行〉が必要。

※⑥の受診者は、集団検診受診者のみ「無料再検査対象者証明書」〈年度内発行〉

の提出が必要。

※⑦の受診者は、無料クーポン券〈年度内に延岡市が発行しだもの〉の提出が！必要

※⑧の受診者は、妊婦子宮がん検診受診券の提出が必要

戸.:1: B壬ノ会 者 負 担 金

⑤生活保護世帯の人

②高齢受給者 ⑥再診〈検体不適正〉
⑦検診無料クーポン努

様 旦圭ノ会 区 分 ①一 般 ③後期高齢者医療被保険者
を持参した人

④市民税非課税世帯の人 ⑧妊婦子宮がん検診受
診券を持参した人

子宮がん検診
2, 0 0 0円 70  0円 無 料

〈頚部のみ〉

子宮がん検診
2, 0 0 0円 70  0用 無 料

〈頭部・体部〉

（詳細は、「 9. 実費徴収金」を参照〉

，、J
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手しがん検診実施要領

この実施要領は、延岡市と社団法人 延岡市医師会との聞で締結された「がん

検診業務委託契約書」第 2条に基づき、乳がん検診を実施するために必要な事項

を定めたものです。

1 .対象者

① 延岡市に住民票を有し、年度内に満 40歳以上の偶数年齢に達する者。

② 延岡市に住民票を有し、年度内に満 40歳以上で①に該当しないが、昨

年度、乳がん検診を受けていない者。

※①、②いずれも職揚等で乳がん検診を受ける機会のある者及び妊婦を除く。

③「平成 23年度がん検診推進事業」における乳がん検診対象者

〈延岡市が年度内に発行しだ「乳がん検診無料クーポン券」を持参しだ者〉

2. 実施期間

平成 24年 5月7日〈月〉～平成 25年 1月3 1日〈木〉まで

③の苅象者については、

平成 25年 2月28日（木〉までとする。

3. 実施機関

延岡市医師会の会員が開設する下記の医療機関において実施する。

乳がん検診医療機関・・・外科及び産婦人科で、乳房の検診に習熟した外科

医師、産婦人科医師などが確保されていること。

〔県が示すマーフイ険診実施機吋録されて）

いること。 J 

4. 実施方法

( 1 ）検診受付・・・各医療機関で受付を行うものとする。

(2）実施会場・・・各医療機関とする。

(3）実施時間・・・各医療機関の診療時間内とする。

5. 受診方法

視触診併用マンモグラフィ検診

※同一医療機関にて視触診とマンモグラフィを受ける。

6. 検診の実施

検診の項目は、問診、乳房エックス線検査〈マンモグラフィ〉並びに視診及
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び触診〈以下「視触診」という〉とする。

( 1 ）問診

「乳がん検診票」により、月経及び妊娠に関する事項、既往歴、家族歴、

乳房の状態、過去の検診受診状況などを聴取する。

(2）視診

苅座位で、乳房の対称性、大きさ及び形、乳房表面の皮虜の発赤、浮腫、

陥没、膨隆、漬療及び静脈怒張の有無、乳頭のひきつれ及び異常分泌の有

無、並びに阪高の異常の有無について観察する。

(3）触診

触診時の体位は仰臥位または対座位とし、平手触診及び指触診により、

乳房、次いで阪高リンパ節及び鎖骨上リンパ節並びに乳頭について行う。

触診を仰臥位で行う揚合は、原則として被検蓄の検側肩下に薄い枕か小

座布団を入れて、乳房が平らになった状態で行う。大きい乳房や下垂乳房

の時は、必ずこの体位が必要であるが、中小乳房では枕を入れなくてちょ

い。乳房の内側を触診するとき上肢は挙上位、外側の揚合は上肢下霊位で

行うのが原則である。

〈ア〉乳房の触診

腫癌、結節及び硬結の有無並びに獄、大きさ、形、位置、硬度、表面

の性状、境界、可動性、固定、圧痛、えくぽ症状〈ディンプリング〉等

について行う。

〈イ〉リンパ節の触診

阪高リンパ節及び鎖骨上リンパ節の腫脹の有無並びに獄、大きさ、硬

度、表面の性状、固定、圧痛等について行う。

〈ウ〉乳頭の触診

乳頭からの異常な分泌物の有無及び性状等について行う。

(4）乳房エックス線検査

〈ア〉検診基準に適合した実施機関において、両側乳房について、内外斜位

方向媛影とともに、頭尾方向撮影ち併せて行う。

〈イ〉乳房エックス線写真の読影は、適切な読影環境の下において、二重読

影〈うち 1人は十分な経験を有する医師であること〉により行うこと。

7. 指導区分

指導区分は「要精検」及び「精検不要」とし、それぞれ次の内容の指導を行

－つ

（ア〉「要精検」と区分された者

乳がん検診実施医療機関においてその蓄に苅して「乳がん検診票（本

人控〉」及び「乳がん検診精密検査結果報告書（2 枚複写〉」、「乳がん検



診精密検査実施医療機関案内チラシ」を渡し，乳がん精密倹査医療機関

を紹介するとともに，精密検査を受診するよう指導するo_i_g密検査受診

時に必ず乳がん検診票〈本人控〉と精密検査結果報告書を持参するよう

巳掻導して下さい〉

（イ〉「精検不要」と区分された者

翌々年の検診を勧めるとともに，日常の健康管理の一環としての乳房

の自己触診に関する指導をする。

8. 検診結果の通知及ぴ指示

検診の結果については、次のア～ウの検診方法ごとに検診結果を判断し、

それぞれ精密検査の必要性の有無を決定し、受診者に速やかに通知する。

険診方法｜

ア 問診・乳房エックス線検査及び視触診

イ 問診・乳房エックス線検査

ウ 問診・視触診

( 1 ）検診結果の通知

乳がん検診実施機関は、検診実施後、 4枚複写の「乳がん倹診票Jに結

果を記録し、 2部（2枚目及び 4枚目〉を保管し、 1部（3枚目〉を受診

者に渡し（要精密検査者については、精密検診医療機関に持参するよう伝

主主之、 1部（ 1枚目〉を医師会経由のうえ、市に送信する。

( 2）精密検査結果の通知

乳がん検診精密検査実施医療機関は、「乳がん検診精密検査結果報告書

(2枚複写）」に結果を記録し、 1枚目を保管し、 2枚目を医師会経由のう

え、市に送付する

｜受診勧奨をしますので、検査実施後は 1ヶ月以内に医師会に送付して下さい

9. 乳がんの予防についての指導

乳がんは日常生活の一環としての自己触診によって、しこり〈腫癌〉が触

れるなどの自覚症状を認める揚合がある。従って、乳がん検診の揚で受診者

に苅し、定期的な乳房エックス線検査による乳がん検診を受診することの重

要性だけでなく、自己触診の方法、しこりを触れだ揚合の速やかな医療機関

の受診、またその際の乳房疾患を専門とする医療機関の選択等についても指

導する。〈市より配布する自己触診説明チラシち渡して下さい〉

1 0. 実費徴収金

検診受付の際に、別表に掲げる実費徴収金を窓口で徴収する。

包し、次の場合、実費徴収金は減免する。



〈ア〉高齢受給者・後期高監査医塁盗屋監査

高齢受給者証・後期高齢者医療被保険者証により確認し、乳がん

検診実施表及び検診票の検診料該当欄にチェックする。

〈イ〉市県民不幻自塁盟豊重皇室

市役所発行〈年度内〉の課税証明書を確認し、乳がん検診実施表及び

検診票の検診料該当欄にチェックする。課税証明書は、毎月まとめて

市に提出する。

（ウ~盟重量盆皇萱皇室

市役所発行〈年度内〉の保護証明書を確認し、乳がん検診実施表び

び検診票の横診料該当欄にチェックする。保護証明書は、毎月まとめ

て市に提出する。

（工）乳がん検診無料クーポン券を持参した者

延岡市発行〈年度内〉の検診無料クーポン券を確認し、乳がん検診

実施表及び検診票の検診料該当欄にチェックする。クーポン券は裏面

を記入しだ後、検診票に添惜し、市に提出する。

※クーポン券については必ず延岡市公印の有無を確認し、真正のクー

ポン券であることを確認する。

クーポン券に記載されだ氏名及び住所、生年月日については、本人

持参の保険証や運転免許証などで照合し、本人確認を行う。

1 1 .実施報告

実施医療機関は、毎月、乳がん検診票（ 1枚目〉及び実施表（ 1・2枚目〉

を、翌lL1_Q旦窒マに医師会に提出するものとする。

医師会は、提出された実施表及び検診票をまとめ、市に提出する。

1 2. 乳がん検診精密検査機関について

精密検査対象者に苅しては、下記のいずれかの医療機関を受けるようご指

導ください。

＜乳がん検診精密検査実施機関＞

医療機関名 所在地 電話

黒 木 病 院 北 小 路 14-1 21-6381 
社 ll 病 院 中川原町 3-42 33-3268 
延 岡市医師会病院 出北6-1621 21-1302 
ruストピ 7クリニリ延 岡 恒富町4-26 33-0355 

司
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＜別表：実費徴収金＞

※ ②～⑤の受診者については、受給者証等の確認または各証明書〈年度内発行〉の提出

が必要。
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実 費徴収金

区 分 ②高齢受給者 ⑤生活保護世帝の人

① 一 般 ③後期高齢者医療被保践者 ⑥検診無料クーポン

④市民税非課税世帯の人 券を持参しだ人

視触診併用

マンモグラフィ検診 2. 40 0円 80 0円 無料

〈詳細は、「10.実費徴収金」を参照〉
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（『肝炎ウイルス検診』実施要領 ） 
1 目的

肝炎対策の一環として、肝炎ウイルスに関する正しい知識を普及させるとともに、

市民が自身の肝炎ウイルス感染の状況を認識し、必要に応じて保健指導等を受け、医

療機関に受診することにより、肝炎に関する健康障害を回避し、症状を軽減し、進行

を遅延させることを目的とする。

2 肝炎ウイルス検診の対象者

延岡市に居住地を有する、次のいずれかに該当する者を対象とする。

( 1 ）平成 24年度中に、満40歳に到達する者。

(2）平成 24年度中に、満 41歳以上になり、過去に肝炎ウイルス検診を受けたこと

がない者。

(3）「平成 24年度肝炎ウイルス検診個別勧奨事業」の対象者（延岡市が年度内に発

行した「肝炎ウイルス検診無料クーポン券Jを持参した者）

なお、現在、及び過去に C型及び B型肝炎の治療を受けたことのある者、及び

市の実施する肝炎ウイルス検診を受けたことがある者については、実施の対象と

しないものとする。

3 実施期間

4 業務委託

5 実施時間

平成 24年 5月7日（月）～平成 24年 1月31日（木）

（日曜・祭日は除く）

延岡市医師会会員の開設する医療機関に委託して実施する。

各医療機関の診療時間

6 肝炎ウイルス検診の実施

肝炎ウイルス検診の項目は問診、 C型肝炎ウイルス検査及びHBs抗原検査とする。

( 1 ）問診

問診においては、特定健康診査の問診項目に加え、過去に肝機能異常が指摘さ

れたことがあるか否か、現在 C型及び B型肝炎の治療を受けているか否かなど

について、聴取すること。また、その際に、肝炎ウイルス検診についての説明を

行い、肝炎ウイルス検診の実施についての受診者本人の同意を必ず得ること。

( 2) c型肝炎ウイルス検査

ア HCV抗体検査

HCV抗体価についてウイルスの有無を判定するための高力価群、中力価群、低力



価群に適切に分類することのできる測定系を用いること。なお、特定健診と同時

に採血する場合は、一般生化学検査と同じ採血管を使用しても差し支えないこと。

イ HCV抗原検査

HCV抗体検査により、中力価及び低力価とされた検体に対して行うこと。

抗原検査は、ウイルスのコア蛋白を測定する方法を用いること。

ウ HCV核酸増幅検査

HCV抗原検査の結果が陰性を示す場合に行うこと。なお、この場合、他の採血管

とは別に核酸増幅検査用の採血管を使用すること。

( 3) HBs抗原検査

凝集法等による定性的な判断のできる検査方法を用いること。なお、特定健

診と同時に採血する場合は、一般生化学検査と閉じ採血管を使用しても差

し支えないこと。

7 肝炎ウイルス検診の結果の判定

(1) c型肝炎ウイルス検査

ア HCV抗体検査

（ア） HCV抗体高力価

検査結果が、高力価を示す場合は、「現在、 C型肝炎ウイルスに感染している

可能性が極めて高いJと判定。

（イ） HCV抗体中力価および低力価

検査結果が中力価及び低力価を示す場合は、 HCV抗原検査を行うこと。

（ウ）陰性

各検査法でスクリーニングレベル以下を示す場合は、「現在 C型肝炎ウイルス

に感染していない可能性が極めて高い」と判定。

イ HCV抗原検査

HCV抗体検査により、中力価及び低力価とされた検体に対して、 HCV抗原検査を

行い、結果が陽性を示す場合は「現在、 C型肝炎ウイルスに感染している可能性が

極めて高い」と判定、結果が陰性を示す場合は HCV核酸増幅検査を行うこと。

ウ HCV核酸増幅検査

HCV抗原検査の結果が陰性を示す場合は、核酸増幅検査を行い、 HCV RNAの検出

を行い、検出された場合は「現在、 C型肝炎ウイルスに感染している可能性が極め

て高いJと判定、検出されない場合は「現在、 C型肝炎ウイルスに感染していない

可能性が極めて高いJと判定。

( 2) HB s抗原検査

凝集法等を用いて、 HBs抗原の検出を行い、陽性または陰性の別を判定。

ただし、 HBs抗原検査は、 B型肝炎ウイルスの感染の有無を直接判定することが

． ，、
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難しい場合があることに留意すること。

なお、いずれの検査についても、その結果の判定にあたっては、検診に携わる

医師が行うものであること。

8 指導区分

C型肝炎ウイルス検査において「現在、 C型肝炎ウイルスに感染している可能性

が極めて高い」と判定された者、及び HBs抗原検査において「陽性」と判定された

者については、医療機関への受診を勧奨する。

なお、特定健康診査等の結果等をあわせて総合的に勘案し、医師が必要と判断し

た者については、必要な指導あるいは医療機関への受診勧奨を行う。

9 結果の通知

検診の結果については、肝炎ウイルス検診結果票のく参考〉のとおり指導区分を付

し、受診者に速やかに通知する。

10 記録の整備

検診の記録は、「肝炎ウイルス検診結果票」に、氏名、年齢、住所、検診の結果の判

定等を記録する。また、必要に応じ、今後の指導その他の必要な事項についても記録

する。

11 その他の留意事項

(1 ）検診、健康相談及び健康教育の実施にあたっては、わかりやすいパンフレット

やQ&Aを活用するなど、市民に対して、十分な基礎知識の普及啓発を行うこと。

(2）判定結果の通知にあたっては、個人のプライバシーの保護に十分な注意を払

うこと

(3）検診後の保健指導や医療機関への受診勧奨などにあっては、地域の医療機関な

どと十分な連携を図って行うこと。

なお、その他保健事業に係る共通的事項及び必要事項については、「健康増進法

第 17条第 l項及び 19条の 2に基づく市町村が行う健康増進事業についてJ（平成

20年3月31日 健発第 0331026号）によるものとする。



胃内視鏡検診実施要領

この実施要領は、延岡市と一般社団法人 延岡市医師会との問で締結された「がん検診

業務委託契約書J第 2条に基づき、胃内視鏡検診を実施するために必要な事項を定めたも

のです。

1.対象者

延岡市に住民票を有し、年度内満40歳以上になる者。

2.実施期間

平成 24年 5月7日（月）～平成 25年 1月31日（木）までとする。

3.実施機関

延岡市医師会の会員が開設する、胃がん検診協力医療機関。

（県が示す胃がん検診精密検査実施医療機関に登録、かっ特定健診を行っていること）

4. 実施方法

特定健診（国保、社保）後期高齢健診と同日実施とし、検診希望者が直接医療機関へ

予約する。

5.検診内容

(1） 問診

「胃内視鏡検診票Jにより、現在の病状、既往歴、過去の検診受診状況等を聴取す

る。

(2) 胃内視鏡検査
a.受診者には各医療機関にて十分な説明を行い、必ず胃内視鏡検査・前処置に対

する同意を得て検診を行う

b.組織検査などの検査は検診の対象にはならないので行わない。事前にその旨を

説明し、同意を得ること

ι前処置薬の副作用も含め、合併症に十分に注意を払うこと

d.検査の禁忌

一般状態が惑い場合または高度の呼吸循環障害があり、術後に一般状態の監視

の必要性が予測される者は検診では禁思

e.内視鏡機器の洗浄・消毒等は徹底して行うこと



6.検査結果の通知及び指導

検診の結果については、問診・胃内視鏡検査の結果を総合的に判断して、精密検査の

必要性の有無を決定し、後日改めて精密検査を勧める者に対しては、精密検査依頼書を

渡し精密検査医療機関を紹介、必ず受診するよう指導する。

7.実費徴収金

検診終了後に、受診者負担金を窓口で徴収する。

8.実施報告

実施医療機関は、「胃内視鏡検診票J(1枚目）を翌月 10日までに医師会ヘ提出する

ものとする。

医師会は、提出された検診票をまとめ市へ提出する。
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平成24年度 延岡市子宮頚がん等ワクチン接種緊急促進事業実施要領

（平成 24年 12月20日改正）

第 1 目的

この要領は、「子宮頚がん等ワクチン接種緊急促進事業の実施について」（平成 22年

11月26日健発 1126第 10号）、「子宮頚がん等ワクチン接種緊急促進事業の実施につい

ての一部改正について」〈平成 23年4月1日健発 0331第2号）をもって通知された「ワ

クチン接種緊急促進事業実施要領」に基づき本市が実施する「子宮頚がん等ワクチン接

種緊急促進事業」について、必用な事項を定めることを目的とする。

第2 接種対象者

予防接種の対象者は、次に掲げるとおりとする。

1 ヒトパピローマウイルスワクチン（以下「子宮頚がん予防ワクチン」という。）

13歳となる日の属する年度の初日から 16歳となる日の属する年度の末固までの問（中

学 1年生から高校 1年生に相当する年齢）にある女性で、本市に住所を有する者。なお、

平成 23年度において、 16歳となる日の属する年度（平成 24年度高校2年に相当する

年齢）の末日までの間にある者のうち、平成 23年度中に本事業に基づき 1回目もしく

は2回目の接種を行った者については接種対象とすることができる。

2 ヘモフィルスインフルエンザb型ワクチン（以下「ヒブワクチン」という。〉

2か月齢以上5歳未満の者で、本市に住所を有する者。

3 小児用肺炎球菌ワクチン

2か月齢以上5歳未満の者で、本市に住所を有する者。

第3 予防接種の実施

子宮頚がん等ワクチンの予防接種については、次に掲げる事項に基づき実施する。

1 予診並びに予防接種不適当者及び予防接種要注意者

( 1 ) 予診票

予診票は市の様式を使用し、予防接種を行った後に市に提出する。

(2) 予診

ア 医師は、問診、検温、視診、聴診等の診察を接種前に行い、予防接種受けるこ

とが適当でない者又は予防接種の判断を行うに際して注意を要する者に該当す

るか否かを確認する（以下「予診」という。〉

イ 子宮頭がん等ワクチンの予防接種を行う場合は、保護者に対し、接種前に母子

健康手帳の提示を求める。

ウ 子宮頚がん予防ワクチンの予防接種について、保護者が同伴しないで行う場合

においては、被接種者本人が予防接種不適当者又は予防接種要注意者か否かを



確認するために、予診票に記載されている質問事項に対する回答に関する本人

への問診とともに、診察等を実施した上で、必要に応じて保護者に連絡するな

どして接種の不適当要件の事実関係等を確認する。

(3) 予防接種不適当者及び予防接種要注意者

ア 医師は、予診の結果、接種対象者が次に掲げるものに該当すると判断した場合

は、その者に対して、子宮頚がん等ワクチンの予防接種を行ってはならない。

(7) 明らかな発熱を呈している者

（イ）重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者

（ウ）子宮頚がん等ワクチンの種類に応じて次に掲げる者

① 子宮頚がん予防ワクチン

子宮頚がん予防ワクチンの成分に対して過敏症を呈したことがある者

② ヒブワクチン

ヒブワクチンの成分又は破傷風トキソイドによってアナフィラキシーを

呈したことがあることが明らかな者

③ 小児用肺炎球菌ワクチン

小児用肺炎球菌ワクチンの成分文はジフテリアトキソイドによってアナ

フィラキシーを呈したことがあることが明らかな者

（工） (7）から（ウ）までに掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態に

ある者

イ 子宮頚がん予防ワクチンの予防接種においては、妊娠中の接種に関する有効性

及び安全性並びに授乳中の接種に関する安全性は確立していないことから、妊婦

又は妊娠している可能性のある者には接種を行わないことが望ましく、また、授

乳中の者への接種は予防接種上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にの

み行う。（なお、接種時に感染が成立しているヒトパピローマウイルスの排除及び

既に生じているヒトパピローマウイルス関連の病変の進行予防効果は期待できな

いことに留意する。）

ウ 予防接種を行うに際して注意を要する者（各ワクチンの添付文書を参照。）につ

いては、被接種者の健康状態及び体質を勘案し、慎重に予防接種の適否を判断す

る。特に、子宮頚がん予防ワクチンの接種においては、妊娠している者等である

か否かに注意する必要があることから、医師は、入念な予診が尽くされるよう、

予診票に記載された内容だけで判断せず、必ず被接種者本人に口頭で記載事実の

確認を行う。また、その際、被接種者本人が事実を話しやすいような環境づくり

に努めるとともに、本人のプライバシーに十分配慮すること。

2 予防接種に関する説明

予診の際は、予防接種の効果、予防接種後の通常起こり得る副反応及びまれに生じ
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る重い副反応並びに健康被害救済について、被接種者の保護者がその内容を理解し得

るよう、接種するワクチンの種類に応じて適切な説明を行う。

また、複数のワクチンを同時に同ーの被接種者に対して接種する場合は、それぞれ

別の日に単独で接種することができる旨の説明を予め行う。

3 接種意思の確認

( 1 ) 保護者の同伴要件

原則、保護者の同伴を必要とする。

ただし、子宮頚がん予防ワクチンの接種において、あらかじめ、接種することの保

護者の同意を予診票上の保護者自署欄により確認できた者については、保護者の同伴

を要しないものとする。

(2) 接種する意思の確認

ア 医療機関は、予防接種を行うに際し、上記2の説明を行い、予防接種の実施に

関して文書により同意を得た場合に限り接種を行う。

イ 子宮頚がん予防ワクチンの接種において、保護者が同伴しない場合には、予防

接種の効果、予防接種後の通常起こり得る副反応及びまれに生じる重い副反応並

びに健康被害救済の説明を事前に理解する必要があるため、保護者がその内容に

関する説明を適切に理解したこと及び予防接種の実施に同意することを当該予診

票により確認できた場合に限り接種を行うものとする。

4 他の予防接種との関係

( 1 ) 子宮頚がん等ワクチンの予防接種の実施前に、生ワクチンの接種を受けた者に

ついては、接種した日から 27日以上、不活化ワクチン文はトキソイドの接種を受

けた者については、原則として、接種した日から6日以上の間隔を置いてから子

宮頚がん等ワクチンの予防接種を行う。

(2) ヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンを混合しではならない。

なお、これらの予防接種を同時に同ーの被接種者に対して行う同時接種は、医師

が必要と認めた場合に限り行うことができる。

(3) 子宮頚がん等ワクチンを他のワクチンと混合してはならない。なお、これらの

予防接種を同時に同ーの被接種者に対して行う同時接種は、医師が必要と認めた

場合に限り行うことができる。

(4) 重篤な基礎疾患に羅患している被接種者への同時接種は、単独接種も考慮しつ

つ、被接種者の状態を確認して慎重に行うこと。
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(5) 子宮頚がん等ワクチンの予防接種後、他の予防接種を行う場合は、 6日以上の

間隔を置いてから行う。

5 接種時の注意

( 1 ) 遵守事項

医療機関は、子宮頭がん等ワクチンの予防接種を行うに当たっては、次に掲げる事

項を遵守する。

ア 予防接種に従事する者は、手指を消毒する。

イ 接種液は、次に掲げるとおり適切に取り扱う。

(7) 接種液の貯蔵は、生物学的製剤基準の定めるところによるほか、適切な

温度管理がなされることが確認できた冷蔵庫等を使用して行う。

（イ） 接種液の使用に当たっては、接種を行おうとするワクチンであること、

有効期限内であること及び異常な混濁、着色、異物の混入その他の異常が

ない等均質であることを確認する。

（ウ〉 バイアル入りの接種液は、栓及びその周囲をアルコール消毒した後、栓

を取り外さないで吸引する。

ウ 接種用器具の滅菌等については、次に掲げるとおり適切に実施する。

(7) 接種用器具は、乾熱、高圧蒸気、煮沸、エチレンオキサイドガス又はコ

バルト 60から放出されるガンマ線によって滅菌されていなければならな

い。

（イ） 注射筒及び注射針は、被接種者ごとに取り換えなければならない。

(2) 接種の方法

ア接種の方法

(7) 子宮頚がん予防ワクチンの接種

①サーバリックスを接種する場合

0、1、6か月後に3回筋肉内に接種するものとし、 1回につき接種量

は0.5mlとする。ただし、やむを得ず接種間隔の変更が必要な場合は、 2

回目の接種は 1回目の接種から 1～2.5か月の聞に、 3回目の接種は 1回

目の接種から 5～12か月の聞に接種することができる。

②ガーダシルを接種する場合

0、2、6か月後に3回筋肉内に接種するものとし、 1回につき接種量

は0.5mlとする。ただし、 2回目及び3回目の接種が初回接種の2か月後

及び6か月後にできない場合、 2回目接種は少なくとも 1か月以上、 3回

目接種は2回目接種から少なくとも 3か月以上の間隔をおいて接種でき

る。また、 1年以内に3回の接種を終了することが望ましい。
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③サーバリックスとガーダシルの互換性について

2つのワクチンの互換性に関する安全性、免疫原性、有効性のデータは

ないことから、各ワクチンについて、それぞれ①または②の接種に基づ

き接種すること。

〈イ） ヒブワクチンの接種

① 標準的な接種

a 初回免疫として、 2か月齢以上7か月齢未満の者に対して、 4週間

から 8週間（医師が必要と認めた場合は3週間）の間隔で3回皮下に

接種するものとし、接種量は O.Smlとする。

b 追加免疫として、 3回目の接種後7～ 13か月の聞に 1回皮下に接

種するものとし、接種量は 0.Smlとする。

② 接種機会を逃した者への接種

標準的な接種機会を逃した者については、次のとおりとすることが

できる。

a 7か月齢以上 12か月齢未満の者

(a) 初回免疫として、 7か月齢以上 12か月齢未満の者に対して、 4週

聞から 8週間（医師が必要と認めた場合は3週間〉の間隔で2回皮下

に接種するものとし、 1回につき接種量は 0.5mlとする。

(b) 追加免疫として、 2回目の接種後7～ 13か月の聞に 1回皮下に接

種するものとし、接種量は 0.Smlとする。

b 12か月齢（ 1歳）以上5歳未満の者

1回皮下に接種するものとし、接種量は 0.5mlとする。

〈ウ） 小児用肺炎球菌ワクチンの接種

① 標準的な接種

a 初回免疫として、 2か月齢以上7か月齢未満の者に対して、 27日以

上の間隔で3回皮下に接種するものとし、 1回につき接種量は 0.5ml

とする。ただし、 3回目の接種は、 12か月齢未満までに完了する。

b 追加免疫として、 3回目の接種後 60日以上の間隔で 1回皮下に接種

するものとし、接種量は 0.5mlとする。当該接種は、標準として 12か

月齢から 15か月齢の聞に行う。

② 接種機会を逃した者への接種

標準的な接種機会を逃した者については、次のとおりとすることが

できる。

a 7か月齢以上 12か月齢未満の者

(a) 初回免疫として、 7か月齢以上 12か月齢未満の者に対して、 27

日以上の間隔で2回皮下に接種するものとし、 1回につき接種量は
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0.5mlとする。

(b) 追加免疫として、 2回目の接種後60日以上の間隔で 12か月齢

後に 1回皮下に接種するものとし、接種量は 0.5mlとする。

b 12か月齢（ 1歳）以上 24か月齢（2歳）未満の者

60日以上の間隔で2回皮下に接種するものとし、 1回につき接種量

は0.5mlとする。

c 24か月齢（2歳）以上5歳未満の者

1回皮下に接種するものとし、接種量は 0.5mlとする。

イ 接種前には接種部位をアルコール消毒し、接種に際しては、注射針の先端

が血管内に入っていないことを確認する。

ウ 同一部位ヘ反復しての接種は避ける。

(3) 医師は、被接種者又はその保護者に対して、次に掲げる事項を要請する。

ア 接種後は、接種部位を清潔に保ち、接種当日は過激な運動を避けるよう注

意し、又は注意させる。

イ 接種後、接種部位の異常反応や体調変化を訴える場合は、速やかに医師の

診察を受け、文は受けさせる。

(4) 医療機関は、予防接種直後の副反応の発生に対応するために必用な医薬品及び

用具等を整える。

6 予防接種後の措置

( 1 ) 医療機関は、アレルギー・ぜんそくの既往のある者等基礎疾患を有する者につ

いては、接種した後短時間のうちに被接種者の体調に異変が起きた場合において

も適切に対応できるよう、接種後一定時間は接種を実施した場所に留まらせ、被

接種者の状態に注意する。

(2) 子宮頚がん予防ワクチンの接種後に血管迷走神経反射として失神があらわれる

ことがあるので、失神による転倒等を防止するため、注射後の移動の際には、保

護者または医療従事者が腕を持つなどして付き添うようにし、接種後 30分程度体

重を預けられるような場所で座らせた上で、なるべく立ち上がらないように指導

し、被接種者の状態を観察することが望ましい。

なお、医療機関は薬事法第77条の3第1項に基づき、製造販売業者等から副反

応等に関する情報収集の協力依頼がなされた際には、同条第2項に基づき、製造

販売業者等の当該情報収集の協力に努めることとされており、このような事例が

あった場合には、接種から失神までの時間等（調査項目は以下を参照）の失神時

の状況を可能な限り記録する。
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（失神した場合の調査項目例）

①事象発現前の状況について：ポジション（立位、座位など）、活動（医療処

置中、姿勢の変更時等）、素因（長時間立位等）

②事象発現前：エピソードに関する前兆の有無

③事象発現時の状況：転倒の仕方（ひざまずき落ち込む等）、皮膚の色（蒼白

等）、意識消失の期間、呼吸パターン（努力呼吸等）、動き〈硬直性等〉及び

動きの期間、岐舌の有無、完全に意識消失していたか、失神による薬剤の服

用の有無、事象は仰臥位あるいは頭位で回復したか、バイタルサイン（血圧、

血糖値等）、不整脈の有無、怪我の有無・程度、失神の原因、アナフィラキ

シーの可能性

④事象発現後：無意識から回復後の症状（悪心等）、特別な検査をしたか（脳

スキャン等）、再発の有無

⑤患者背景：家族歴（心疾患・てんかん等）、意識消失の既往歴、薬剤の服用

歴（降圧剤等）

(3) 予防接種済証の交付

ア 医療機関は、被接種者に対し、予防接種済証を交付する。

イ 乳児又は幼児については、アに代え母子健康手帳に予防接種の種類、接種年

月日その他の証明すべき事項を記載する。

第4 副反応の報告

1 副反応の報告

医師が子宮頚がん等ワクチンの接種後に副反応を診断した場合は、別紙様式 1の

「子宮頚がん予防ワクチン、ヒプワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン予防接種後副

反応報告書」により、副反応の発生について、速やかに厚生労働省（フリーダイヤ

ルFA X番号 0120-510-355）に報告する。

2 薬事法等に基づく報告との関係

上記 1に基づいて報告された予防接種後副反応報告については、厚生労働省にお

いて、薬事法第77条の4の2第2項の報告とみなして取り扱うこととするため、そ

れぞれに報告する必要はない。

また、子宮頚がん等ワクチンの予防接種に併せて、予防接種法に基づく定期の予

防接種を同時に行った場合に生じた予防接種後副反応報告については、「定期の予防

接種実施要領」の 15の規定にかかわらず、上記 1により報告する。

3 製造販売業者等への情報提供及び情報収集に対する医療機関の協力

厚生労働大臣は、安全対策のため予防接種後副反応報告を子宮頚がん等ワクチン

の製造販売業者等に対し情報提供することがある。医療機関は、薬事法第n条の3

7 



第1項に基づき、製造販売業者等から副反応等に関する情報収集の協力依頼がなさ

れた際には、同条第2項に基づき、製造販売業者等の当該情報収集の協力に努める。

4 厚生労働省等による副反応事例等の調査

上記3のほか、厚生労働省自ら、文は厚生労働省の依頼を受けた専門家若しくは

独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）等により、調室を実施する場合がある

ので、その際には、予防接種後副反応報告を行った医療機関においては協力する。

第5 予防接種の実施の報告

1 市への報告

医療機関は、予防接種を行った毎月初日から末固までの分のワクチンの種類ごと

の被接種者数について、翌月 10日（当該日が土曜日、日曜日又は祝日にあたる場合

は、その翌日とする。）までに、別紙様式2の「被接種者数報告書（医療機関用）」に

より市に提出する。

第6 その他

その他必要な措置については別に定める。
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延岡市母子保健推進員活動実施要領

1.推進員

昭和52年4月1日

改正平成15年4月1日

延岡市母子保健事業の円滑なる推進を図るため、地域毎に推進員をおき推進員は、市内各地域の面積

及び母子保健事業の対象者数等の状況を勘案し保健師、助産師、看護師、又は母子保健に熱意のある者

の中から、市長が選任する。

2.推進員の事業内容

市長の選任をうけて、妊産婦、乳幼児等を訪問し、次の訪問活動を行うものであること。

(1）妊娠届、出産届等の施行を勧奨すること。

(2）妊娠届を提出した妊婦で、医師及び助産師による診療を受けていないものについては、これを受け

るよう奨めること。

(3）すでに医療機関などで、健康診査をうけているものについては、その後の母子保健に関する施策等

の必要性を把握すること。

(4）地域内の異常妊産婦、乳幼児を把握し、市長に報告すること。

(5）訪問以外の機会に妊産婦等から相談をうけたときも、これに応じるよう配慮すること。

(6）市の行う保健指導、健康診査について協力すること。

(7）地域の母子保健育成について協力すること。

3.推進活動の記録及び報告について

(1）推進員は、推進活動の状況を明らかにした記録簿兼活動報告書を作成すること。

(2）推進員は、推進活動の状況を毎月 5日までに市長に報告すること。
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0延岡市養育支援家庭訪問事業実施要領

（目的）

第 1条 この要領は、家庭及び地域における養育機能が低下し、本来

児童の養育について支援が必要でありながら、積極的に自ら支援を

求めていくことが困難な状況にある家庭（以下「養育困難家庭」とい

う。）に対し、保健師・助産師・保育士等がその家庭を訪問し、養育に関する

指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保すること

を目的とする。

〈支援の対象〉

第 2条 支援の対象は、次に掲げる養育困難家庭とする。

(1) 妊娠期及び乳児家庭全戸訪問事業にんにちは赤ちゃん事業）等の規定に

よる対象家庭であって、引き続き支援を必要とする家庭

(2) 出産後まもない時期（概ね 1年程度）の養育者が、育児ストレス、

産後うつ病、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して不

安や孤立感等を抱える家庭又は虐待のおそれやそのリスクを抱える

家庭

ー（3) ひきこもり等家庭養育上の問題を抱える家庭や、児童が児童養護

施設等を退所又は里親委託終了後の家庭復帰のため、自立に向けた

アフターケアが必要な家庭

(4) 児童の心身の発達が正常範囲にはなく、又は出生の状況等から心

身の正常な発達に関して諸問題を有しており、将来、精神・運動・

発達面等において障害が生じるおそれのある児童のいる家庭

（支援の実施者）

第 3条 養育支援が必要であると認める家庭に対する育児指導並びに

産後うつ病、育てにくい子ども等複雑な問題を抱えている家庭に対

する具体的な育児支援に関する技術的な指導については、保健師、

保育士及び子育て支援コーディネータ一等が実施する。

（支援の内容）

第 4条 前条の規定による支援の実施者は、次に掲げる支援を実施す

る。

(1) 産祷期の母子に対する育児相談及び指導

(2) 未熟児や多胎児等に対する育児相談及び栄養指導

(3) 養育者に対する身体的・精神的不調状態に対する相談及び指導

(4) 若年の養育者に対する育児相談及び指導



(5) 児童が児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要とする家

庭等に対する養育相談及び指導

（支援の方法）

第 5条 本事業の中核となる機関を延岡市健康増進課（以下「中核機

関」という。）とし、関係機関からの情報提供及び養育支援の必要性

があると思われる家庭に関する情報を収集する。

2 中核機関は前項の規定による状況把握の結果、養育支援の必要が

あると認める家庭に対してケース検討会議を開催し、支援の実施

者及び内容を決定する。

（研修の実施と受講）

第 6条 第 3条の規定による支援の実施者は、適宜必要な研修を実施

又は受講しなければならない。

（守秘義務）

第 7条 養育支援の実施者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなら

ない。また、その職務を退いた後においても同様とする。

（その他）

第 8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定め

る。

附則

この要領は平成21年4月1日から施行する。
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養育支援が必要となりやすい要素

項目

::  1：： 「！？端的…又吋攻ってい｜ ｜ 

状況「｜乱暴な行動 I I 
「｜極端に落ち着仇い ｜ ｜ 
「｜傷、やけど、打撲等のあざが多い ｜ ｜ 

「｜不潔な衣服 ｜ ｜ 

「1~：~~~…文…叫｜｜
「｜仇（

養育「｜極端に暗し川町様 ） 

一「｜アルコール…ゆする ｜ ｜ 
iA i)t flCll打撲等のあざが多い ｜ ｜ 

「｜子どもに無関心 I ii 
1121人前で大声を出して民
「｜仇（）｜｜

立 1：：「1~：~の年齢…親ーが｜ ｜ 

提言 ｜況 「｜ひとり親 I I 
；~ I 阿経済不安

’ 「｜双子・三つ子等を出産して 1年以内 ｜ ｜ 

「｜養育者の病気 ｜ ｜ 
「｜子どもの数が 4人以上

「｜仇（
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延岡市精神障害者短期入所事業補助金交付要綱

（目的）

第1条 市は、在宅精神障害者の自立と社会参加を促進し、精神障害者福祉の増進を図る

ため、予算の定めるところにより、精神障害者短期入所事業を運営する社会福祉法人等に、

精神障害者短期入所事業補助金（以下「補助金Jという。）を交付するものとし、その交

付については、延岡市補助金等の交付に関する規則（昭和5o年延岡市規則第2号。以下

f規則Jという。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

（補助対象者）

第2条 補助金の交付対象者は、延岡市精神障害者短期入所事業実施要綱に基づく精神障

害者短期入所事業を行う者とする。

（補助額）

第 3条補助金の額は、別表に定める基準により算定した額とする。

（交付申請）

第4条 この要綱に基づき補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書（様

式第 1号）に事業計画書、収支予算書、その他必要な書類を添えて市長に提出しなければ

ならない。

（補助条件）

第 5条規則第 5条による補助条件は次のとおりとする。

(1）事業を変更、中止する場合には、あらかじめ申詩書（様式第 3号）により市長に

申請し承認を受けなければならない。

(2）事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿および証拠書類は、事業完了後 5

年間保管するものとする。

（交付決定）

第6条 市長は前条の申請書を受理したときは、これを審査し、補助金の交付額を決定し、

補助指令書（様式第2号）により申請者に通知するものとする。

（補助金の交付）

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助金等交付請求書（様式第

4号）により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求があった場合は、当該補助金を交付するものとする。

3 この補助金は規則第 12条の規定により部分払いとし、四半期に分けて交付する。

（実績報告）

第 8条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の完了後 20日以内に事業実績書、収支決

算書、その他必要書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の実績報告書を受理した場合はその内容を審査し、補助金の額を確定す

る。この場合において、補助金交付決定額が確定額を上回るときはその差額を返還させ、

確定額に満たないときはその差額を追加交付するものとする。



（補助金の返還）

第 9条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認め

るときは、補助金交付決定額の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるとき

は期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

( 1)申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2）事業実施方法が不適当であると認められるとき。

(3）前2号に揚げるもののほか、市長が不適当であると認められるとき。

（その他）

第 10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

－第 11条 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

甲山参



教ら
をト 別表（第3条関係）

精神障害者短期入所事業補助金交付要綱基準

利用要件区分 補助基準単価 補助金算定額

①生活保護世帯の場合 8,620円
社会的理由

②その他の世帯の場合 7,070円
補助基準単価×入所延日数

私的理由 7,070円
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延岡市精神障害者地域生活援助事業補助金交付要綱

（目的）

第 1条 市は、在宅精神障害者の自立と社会参加を促進し、精神障害者福祉の糟進を図る

ため、予算の定めるところにより、精神障害者地域生活援助事業を運営する社会福祉法人

等に、精神障害者地域生活援助事業補助金（以下「補助金Jという。）を交付するものと

し、その交付については、延岡市補助金等の交付に関する規則（昭和 50年延岡市規則第

2号。以下「規則Jという。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

（補助対象者）

第2条 補助金の交付対象者は、延岡市精神障害者地域生活援助事業実施要綱に基づく精

神障害者地域生活援助事業を行う者とする。

（補助額）

第3条補助金の額は、別表に定める基準により算定した額とする。

（交付申請）

第4条 この要綱に基づき補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書（様

式第 1号）に事業計図書、収支予算書、その他必要な書類を添えて市長に提出しなければ

ならない。

（補助条件）

第 5条規則第 5条による補助条件は次のとおりとする。

( 1 ）事業を変更、中止する場合には、あらかじめ申請書（様式第 3号）により市長に

申請し承認を受けなければならない。

(2）事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿および証拠書類は、事業完了後 5

年間保管するものとする。

（交付決定）

第6条 市長は前条の申請書を受理したときは、これを審査し、補助金の交付額を決定し、

補助指令書（様式第2号）により申請者に通知するものとする。

（補助金の交付）

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助金等交付請求書（様式第

4号）により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の訪求があった場合は、当該補助金を交付するものとする。

3 この補助金は規則第 12条の規定により部分払いとし、四半期に分けて交付する。

（実績報告）

第 8条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の完了後 20日以内に事業実績書、収支決

算書、その他必要書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の実績報告書を受理した場合はその内容を審査し、補助金の額を確定す

る。この場合において、補助金交付決定額が確定額を上回るときはその差額を返還させ、

確定額に満たないときはその差額を追加交付するものとする。



（補助金の返還）

第 9条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認め

るときは、補助金交付決定額の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるとき

は期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

( 1 ）申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2）事業実施方法が不適当であると認められるとき。

( 3）前2号に揚げるもののほか、市長が不適当であると認められるとき。

（その他）

第 10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

（附則）

この要綱は、平成 14年4月 1日から施行する。

（附則）

この要綱は、平成 15年4月 1日から施行する。

（附則）

この要綱は、平成 16年4月 1日から施行する。
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別表（第 3条関係）

施設定員数

てdイ｛〉 4人

5人

6人

"'.r,局埼全面 7人

8人

9人

1 0人

1 1人

1 2人

1 3人

1 4人

1 5人

精神障害者地域生活援助事業補助金交付要綱基準

補助基準単価（月額） 補助金算定額

66,100円

52,880円

44,060円

37,770円

33,050円

29,370円
補助基準単価×入居者延人員数

26,440円

24,030円

22,030円

20,330円

18,800円

17,620円



延 岡市在宅療養者訪問指導実施要綱

1 目的

この要綱は、老人保健法に基づ．き、定職に従事していない保健婦及び

看護婦〈以下「在宅保健婦等Jという c ）を活用し、家庭において寝た

きりの状態にある者又はこれに準ずる状態にある者（以下「在宅療養者J

という 0 ）及びその家族に対し訪問指導を行い、在宅療養者の心身機能

の低下の防止と健康の保持増進を図ることを目的とする。

2 訪問指導員

訪問指導に従事する者は、常勤保健婦及び在宅保健婦等で市長が委嘱

した者（以下「訪問指導員j という。）とし、市長が委嘱した者の定数

等は、次のとおりとする。

(1) 常勤保健婦を除く訪問指導員の定数は15名以内とする。

(2) 訪問指導員が訪問指導する世帯は、月20世帯を目標とする。

(3) 訪問指導を委嘱する期間は、平成10年 4月！日から、平成ll年 3月

31日までとし、平成10年4月 2日以降に委嘱したときは、委嘱の日か

ら平成11年 3月31日までとする。

ド4 3 報償費

‘~－ 訪問指導員には報償費として次に揚げる金額を支払う。

I (1) 基本額は月額 10. 000円とし、 l世帯訪問する毎に 2. 8 0 0 

円を加算する。

(2) 在宅療養者の訪問指導を行う際の交通手段として、自家用車を使用

する者には、月額 30 0 0円、その他の交通機関を利用する者は、月

額 15 0 0円を支給するものとするロ

4 訪問対象者

訪問指導の対象者は、市内に居住する40歳以上の在宅療餐者とする。

ただし、健康診査等により健康管理上訪問指導が必要と認められる者に

ついても、これに準じて行う。

5 訪問指導の実施

(1) 訪問指導の実施に当たっては、老人保健法及び保健事業実施要領

に基づいて行う。

(2) 初回の訪問指導は原則として常勤保健婦が行い、指導計画を定め

た後に訪問指導員に引き継ぐ。

(3) 訪問指導員は、（2）により引き継ぎを受けた在宅療養者に対し、次

の指導を行う。

① 家庭における療養方法に関する指導

② 家庭における看護方法に関する指導

③ 家庭における機能訓練方法に関する指導

③ 家庭への支援

③ 諸制度の活用方法等に関する指導

⑤ その他

(4) 訪問指導に当たっては、主治医と連携を図り、その指導のもとに

f丁つ c

6 身分証明書の呈示

(1) 市長は、訪問指導員に対し、この要綱に基づく訪問指導員である

ことを証する証明書を発行する。

(2) 訪問指導員は、訪問指導の際に前項の証明容を携帯し、在宅療養

者から請求のあったときは、これを呈示しなければならない。

7 柱、密の保持

訪問指導員は、訪問指導において知り得た在宅療養者に関する情報を

他に漏らしてはならない。

8 訪問指導の記録及び報告

訪問指導員は、次の事項を記録表に記録し、毎月 l田市長に報告しな

ければならない。

(1) 氏名、住所、生年月日等

(2) 家族の状況、生活環境等

(3) 既往歴、現在の症状及び受療状況等

(4) 一般状態の観察事項

(5) 主治医の指示事項

(6) 指導事項及び看護内容

(7) 把握した問題点

(8) 関連機関等への連絡事項

(9) その他必要と認められる事項

附則 この要綱は．平成10年 4月 1日から施行する白



延 岡 市 元 気 づくり推進員設置要綱

（目的）

第1条 この要綱は、元気づくりをキーワードに、運動・栄養その外、多方面からの健康づくりの研

究と実践を行い、元気の種を蒔き元気を増やしていくような働きかけの活動を行うため、元気づく

り推進員（以下、「推進員Jという）を設置し、「健康のべおか 21」の推進を図ることを目的とす

る。

（選任）

第2条推進員は地域の健康づくりに熱意があり、健康のべおか21への理解がある者の中から別表に

定める区分により市長が選任する。

（身分）

第3条推進員は健康福祉事業の協力者とする。

（職務）

第4条推進員は、次の職務を行う。

(1）健康のべおか21の推進に関わる健康増進活動

(2）地域住民と行政をつなぐパイプ役の活動

(3）その他目的達成に必要な活動

2 推進員は、推進員活動を行うにあたっては、「健康のべおか21 J推進活動担当者と密接な連絡をと

るとともに健康増進に関する施策について知識を深めるよう努めるものとする。

3 推進員は、実践活動において対象となる方の人格を尊重し、自猶ぬ行動をうながし、愛情と誠意を

もって、懇切丁寧にことに当たるとともに知り得た秘密は絶対外部にもらさないようにしなければなら

ない。

（任期）

第5条推進員の任期は、 2年とし再任を妨げない。

鐸任の取り消し）

第6条 推進員が次の各号に該当する場合は、市長は選任を取り消すことができる。

(1）職務遂行に支障がある場合

(2）推進員としてふさわしくない行為のあった場合

（報償資）

第7条推進員には、報償資として次に掲げる金額を支払う。

(1）行政が行う事業実施の協力 1. 3 0 0円／日

(2）その他行政と協働して実施する推進員活動 50 0円／件

（その他）

第8条 公務災害が発生した場合は、医療等窃灘福祉事業総合賠償保険を適用する。

附則 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

別表（第2条関係）

宮美山 恒宮西 南方東 中 央 恒宮東

恒宮中 恒宮北 恒宮 南 ーヶ岡 東海西

南 浦 岡宮北 伊福 形 土々呂 岡宮東

北 抗日 北 J 11 ~t 方

南方西

東海東

岡富西
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延岡市精神障害者小規模通所授産施設運営費補助金交付要綱
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（趣旨）

第1条 市は、精神障害者の社会復帰を促進するため、予算の定めるところにより、－精

神障害者社会復帰施設の整備及び運営に関する基準（平成 12年厚生省令第 87号）

及び平成 15年 3月 31日付け 24 6 -・ 1 6 9 2 -1宮崎県福祉保健部長通知の別

添「宮崎県精神障害者小規模通所授産施設運営費補助金交付要綱jlこ基づき非営利法

人が行う精神障害者小規模通所授産施設に対し運営補助金を交付するものとし、その

交付については、延岡市補助金等交付に関する規則（昭和 50年延岡市規則第2号。

以下「規則jという。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

（補助対象経費及び補助額）

第2条 前条の補助金の対象となる経費及び補助額は、別表のとおりとする。

（補助金の交付申請）

第3条 この要綱に基づき補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書に

事業計画書、収支予算書、その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

（補助条件）

第4条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。

( 1 ）事業を変更、中止、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならな

(2）事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は補助事業完了後 5

年間保管するものとする。

（申請の取下げ）

第5条 規則第6条第 1項の規定により、申請の取下げのできる期間は、補助金の交付

決定の通知を受領した日から起算して 10日を経過した日までとする。

（補助金の交付及び請求）

－第6条 この補助金は、規則第 12条の規定により概算払いとし、年2回に分け交付：す

る。 ’ （？向，！向き主〉

2.補助金の請求にあたっては、補助金等請求書に事業計画書、収支予算書、その他

必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。



l 

（実績報告）

第7条 補助金の交付を受けた者は、 4半期毎に実績を報告するものとし、補助事業の

完了後 20日以内に事業実績報告書に事業実績書、収支決算書、その他必要な

書類を添えて市長に報告しなければならない。

（その他）

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成 16年 4月 1日から施行する。

（別表）

区分 補助基準額 補助対象経費 補助額

施設を運営するために必要 補助基準額と補

な職員の給料、職員手当（扶養 助対象経費の実支

精神障害者 平成 16年度国庫予算（案） 手当、管理職手当、調整手当、 出額とを比較して

小規模通所 より、 1か所当たり 住居手当、通勤手当、超過勤 少ない方の額と、

授産施設 年額 10,500,000円 務手当、管理職員特別勤務手 総事業費から寄付

（補助率：国県 3/4，市 114) 当、業務手当等）、共済費及び 金その他の収入額

賃金並びに施設を運営するた を控除した額とを

めに必要な各所修繕費、その 比較して少ない方

他事務の執行に伴う報償費、 の額を選定した額

旅費、需用費（消耗品費、燃料 とする。

費、食糧費、印刷製本費、光

熱、水料、修繕費、医薬材料費）、

役務費（通信運搬費）、委託料、

使用料及び賃借料、備品購入

費、負担金

※補助基準額については、毎年度の国の基準単価に伴い改正することとする。
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「延岡市寝たきり高齢者等在宅訪問歯科診療事業J実施要綱

平成 20年4月 15日

（趣旨）

第 1条 この要綱は、寝たきり等により歯科治療を受けることが困難な市民の歯科診療

の確保を図るため、社団法人延岡市歯科医師会（以下「歯科医師会Jという。）の協力

のもとに、寝たきり高齢者等在宅訪問歯科診療事業（以下「事業Jという。）を実施す

ることについて、必要な事項を定めるものとする。

（設置・運営等）

第2条 この事業の主体は、延岡市（以下「市j としづ。）とし、当該事業の一部を歯科

医師会に委託するものとする。

2 市は、事業の運営にあたっては、実件数 1件あたりの費用を負担するものとする。

3 歯科医師会は、この事業を円滑に遂行するための事務及び管理等を行うものとする。

4 市は、事業の運営にあたっては事前に歯科医師会の合意を得、必要に応じて協議を

行うものとする。

（対象者）

第3条 この事業の診療の対象者は、原則として延岡市に住所を有する寝たきり高齢者

等で、歯科診療所に通院が不可能であり、歯科治療等の可能な者とする。

（診療の申込み）

第4条 診療の申込みは、診療を希望する者又はその家族が歯科医師会へ電話等により

申込むものとする0

・2 歯科医師会は、前項に基づき、申込み台帳（様式 1）に記入するとともに、申込書（様

式 2）を作成し市へ報告する。

（事前調査）

第5条 市・健康増進課の保健師、又は歯科衛生士等は、前条の申 b込みのあった者

に対し事前調査票（様式3）に基づき必要事項の調査や情報提供を行う。

（歯科医師会への連絡）

第6条 市は、調査終了後、事前調査票を歯科医師会へ送付する。

（協力歯科医師による診療）

第 7条 事前調査を受理した歯科医師会は、協力歯科医師の選定と診療依頼を行う。

2 協力歯科医師は、歯科診療が終了したときは、内容報告書（様式 4）により歯科医師

会に報告するものとする。

3 歯科医師会は、前項の報告があったときは、その状況を月毎にまとめ、実施状況報

告書（様式5）により市に報告するものとする。



（在宅診療倒的

第8条 在宅訪問歯科診療日時については、協力歯科医師と受診者の問で設定するものと

する。

（機器の貸与及び管理等）

第 9条 事業に必要な医療機器は市が設置し、歯科医師会に無償貸与する。この医療機器

は、歯科医師会の管理下で協力歯科医師が使用するものとする。

（診療費等）

第 10条 協力歯科医師の診療は、原則として保険診療とし、これに係る一部負担金は診

療を受けた者が負担する。

2 前項による診療収入は、協力歯科医師に帰属するものとする。

（医事紛争の処理、災害補償）

第 11条 市は、事業の円滑な運営を図るため、医事紛争又は業務従事者に事故が生じた

場合は、歯科医師会と協議し対応するものとする。

（報告）

第 12条 歯科医師会は、事業が完了したときは 1年間の事業実績報告書（様式6）を4

月 15日までに市に提出するものとする。

（会議）

第 13条 市と歯科医師会は、この事業を円滑に推進するため、相互に連絡し、又は協議

するものとする。

（研修会等）

第 14条 歯科医師会は、この事業の関係者の知識及び技術の向上を図るため、研修会等

を開催するものとする。

附則

この要網は、平成 20年4月 15日から適用する口



－、

平成 20年度寝たきり高齢者等在宅訪問歯科診療事業委託契約書

延岡市（以下「甲Jという。）と社団法人延岡市歯科医師会（以下「乙Jという。）とは、

寝たきり高齢者等在宅訪問歯科診療事業（以下「委託業務Jとしづ。）の委託について次のと

おり契約を締結する。

（目的）

第 l条 委託業務の内容は、別紙「延岡市寝たきり高齢者等在宅訪問歯科診療事業実施要綱j

（以下「実施要綱Jという。）に定めるものとし、甲は、委託業務を乙に委託し、乙はこれ

を受託するものとする。

（委託期間）

第2条 委託業務の委託期間は委託契約締結の日から平成 21年 3月 31日までとする。

（委託料）

第3条 委託業務の委託料（以下「委託料Jとしづ。）は、実件数 1件につき 10,000円

（消費税額を含む）とする。

（実施の方法）

第4条 乙は実施要綱に基づき委託業務を誠実に履行しなければならない。

2 乙は、乙に属する協力歯科医師を選定し、原則として診療補助者を同行して、甲が必要

と認めた者に対し委託業務を実施するものとする。

（委託業務の対象者）

第5条 委託業務の対象者は、原則として延岡市に住所を有する在宅の寝たきり高齢者等

（医療法に基づく歯科訪問診療対象者）とする。

（医事紛争の処理・災害補償）

第 6条 甲及び乙は、委託業務の事故防止に万全を期すものとし、万一協力歯科医師と患者

の聞に医事紛争又は業務従事者に事故が発生した場合は、甲は乙と協議の上、誠意を持っ

て解決のための適切な措置をとるものとする。

（実施報告）

第7条 乙は、委託業務の実施状況を四半期ごとにまとめ、当該月の翌月 10日までに甲に報

告するものとする。

（委託料の支払し、）

第8条 乙は第3条に掲げる委託料を、四半期ごとにまとめ、 7月、 10月、 1月、 4月に甲に

請求するものとする。

2 甲は前項の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から起算して、 30日以

内に支払うものとする。
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乙に故意又は

（損害賠償）

第 9条 乙が委託業務を実施したことにより生じた事故又は損害については、

重大な過失のない限り甲がその処理に当たるものとする。

（医療機器の貸与等）

第 10条 甲は委託業務の実施に必要な医療機器を乙に無償で貸与し、機器の補修を含む保守

管理を行うものとする。

2 この契約が解除されたときは、甲が貸与している医療機擦を直ちに返還しなければなら

ない。

（秘密の保持）

第 11条 乙は、委託業務を実施するにあたっては、「個人情報の保護に関する法律J（平成 1

5年法律第57号）に基づいて厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個

人情報の適切な取扱いのためのガイドラインJを遵守し、委託業務によって得た個人情報

を適正に取り扱わなければならない。

（実績報告）

第 12条 乙は、委託業務が完了したときは、実績報告書により 4月 15日までに甲に報告す

るものとする。

（関係書類の整備）

第 13条 乙は、委託業務にかかわる経理を明らかにした関係書類を整備し、委託業務完了後

5年間保存するものとする。

乙は、甲の請求があればいつでも前項の書類を提出しなければならない。2 

（疑義）

第 14条 この契約の各条項の解釈に疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項につ

いては、甲、乙協議の上定めるものとする。

一間湖一経一

fりI.. 

この契約の成立を証するため、本書 2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 l通を保有す

るものとする。

平成 20年 4月 15日

甲

乙


