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平成 30 年度久留米市保健所事業報告 



平成３０年度　久 留 米 市 保 健 所 事 業 報 告 総務医薬課

総務企画ﾁｰﾑ 医事薬事ﾁｰﾑ

○庶務、財務（随時）
○保健所事業の総括（随時）
○人口動態調査（毎月実施）

○病院、診療所等の申請、届出の受付（随時）
○医療法人の申請、届出の受付等（随時）
○衛生検査所の申請等の受付、精度管理業務
（随時）
○薬局、医薬品販売業等の申請、届出の受付（随
時）
◎薬物乱用防止啓発（随時）
◎医療安全相談（随時）
○医療従事者の免許申請の受付（随時）
○医療施設動態調査（毎月実施）
○病院報告（毎月実施）

30年 4月

○衛生行政報告例調査の実施
○地域保健・健康増進事業報告

○准看護師等（県知事免許）免許新規申請の受付
（3月～）
○医師、保健師、看護師等（大臣免許）免許新規
申請の受付（3月～）

5月

○不正大麻・けし撲滅運動（～6月）
○薬局・医薬品販売業・高度管理医療機器等販
売貸与業・毒物劇物販売業更新の調査・受付

6月

○国民生活基礎調査（世帯票）の実施
○社会保障・人口問題基本調査（全国家庭動向
調査）の実施
○公衆衛生看護学実習受入（福岡大学5/28～
6/39）

○診療所立入検査（～10月）
○毒物劇物販売業者監視指導(～3月)
○毒物劇物取扱者試験願書の受付
◎「ダメ。ゼッタイ。」普及運動街頭キャンペーン

7月

○公衆衛生看護学実習受入（久留米大学7/2～
7/26）

○医薬品・医療機器等（薬局・医薬品販売業・医
療機器販売貸与業等）一斉監視指導（～9月 医療
機器のみ3月まで）
○精度管理専門委員会（第１回）

8月

○公衆栄養学実習受入（中村学園大学8/27～
8/31）
○平成30年度第１回保健所運営協議会開催

◎医療安全対策研修会
○病院立入検査説明
○薬局・医薬品販売業・高度管理医療機器等販
売貸与業・毒物劇物販売業更新の調査・受付
○衛生検査所外部精度管理（既知検体検査）
○特定保険医療材料・再生医療等製品価格調査

9月

○救急医療週間啓発事業の実施
○公衆衛生看護学実習受入（聖マリア学院大学
8/27～9/28）
○訪問看護師養成講習（福岡県看護協会9/20）

○衛生検査所立入検査

10月

○公衆衛生看護学実習受入（久留米大学10/1～
10/26）

○病院立入検査（～1月）
○麻薬免許継続申請の受付
○麻薬年間届の受付（～11月）
○医療施設静態調査の実施

11月

◎薬物乱用防止啓発［久留米大学あのく祭］
○薬局・医薬品販売業・高度管理医療機器等販
売貸与業・毒物劇物販売業更新の調査・受付
○配置従事者身分証明書継続受付（～12月）
○危険物運搬車輌の指導取締
○精度管理専門委員会（第2回）

12月
○家庭用品試買検査（～1月）
○医師等調査・看護師等業務従事者届の受付（～
1月）

31年 1月
○取扱処方箋数届受付（～3月）
○准看護師試験願書の受付

2月

○薬局・医薬品販売業・高度管理医療機器等販
売貸与業・毒物劇物販売業更新の調査・受付
○特定保険医療材料・再生医療等製品価格調査
○衛生検査所立入検査結果報告会・研修会

3月

○平成30年度第２回保健所運営協議会開催 ○准看護師等（県知事免許）免許新規申請の受付
（～4月）
○医師、保健師、看護師等（大臣免許）免許新規
申請の受付（～4月）

●新規・拡充事業　◎重点事業

備　考

課名 総務医薬課

チーム名

通年事業



平成 30 年度薬物乱用防止対策の推進 

【総務医薬課】 

 
麻薬、覚醒剤、大麻や危険ドラッグなどの薬物乱用を防止するため、その危

険性や身体に及ぼす影響等についての啓発に取り組みました。 
 

１「ダメ。ゼッタイ。」普及運動街頭キャンペーン 

実施日時：平成 30 年 6 月 24 日（日）11：00～12：00 
実施場所：西鉄久留米駅 
参加団体：ボーイスカウト、ガールスカウト、保護司会、ライオンズクラ

ブ、久留米三井薬剤師会、ＢＢＳ連盟、久留米警察署、青少年

育成課 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２ 大学祭における薬物乱用防止キャンペーン 

実施日時：平成 30 年 11 月 3 日（土）13:30～14:30 
実施場所：久留米大学御井キャンパス 

 
３ 啓発資材等を活用した取組み 

成人式や水の祭典をはじめとするイベント及び久留米市主催（共催・後援）

の講演会等において、市内高校美術部の協力を得て久留米市独自に作成したリ

ーフレットやうちわ、ポケットティッシュなどを配布し、薬物乱用の危険性に

ついて広く市民に啓発しました。 

【主な配付先等】 
・久留米依存症市民フォーラム 
・大学祭（久留米大学あのく祭） 
・水の祭典パレード 
・成人式 
・市内小中高等学校 

 



平成30年度　久 留 米 市 保 健 所 事 業 報 告 衛生対策課

食品・生活衛生ﾁｰﾑ【食品】 食品・生活衛生ﾁｰﾑ【生活】 動物管理ﾁｰﾑ 試験検査ﾁｰﾑ

○食品営業新規・更新許可関
係業務
○食品収去検査
◎消費者・営業者への衛生教
育（随時）
◎食品営業関係施設等監視業
務

○生活衛生営業等関係受付業
務
○水道、温泉等関係受付、監
視業務
○理容所・美容所・クリーニング
所監視
◎浴槽水・プール水検査

○犬の登録、狂犬病注射関係
業務
○犬の捕獲、犬猫引取・保護関
係業務
○犬猫の譲渡
○動物取扱業関係登録・監視
業務
○特定動物関係受付、監視業
務
○動物飼養施設監視
◎犬猫の適正飼育啓発事業

保健所業務に係る試験検査
○食品関係検査
・食品収去検査
・食中毒等検査
○感染症関係検査
・エイズ、性感染症検査（毎週）
・感染症患者接触者等検査
○浴槽水検査
○外部精度管理調査
○検査機器更新
●発生動向調査検査体制拡充
（カルバペネム耐性腸内細菌科
細菌）

30年 4月

○犬の狂犬病集団予防注射
●宮ノ陣ドッグラン従事者講習会
及びオープン記念式典における
模範犬展示

5月

○九州各県・政令指定都市・中核
市生活衛生主管課長会議
○集団給食施設監視指導（学校）
○食品営業許可更新受付

○九州各県・政令指定都市・中核
市生活衛生主管課長会議

○福岡県災害時愛護動物救護対
策協議会

6月

○集団給食施設監視指導（保育
所）
○食品衛生責任者養成講習会

○ドライクリーニング所監視（～８
月）

◎飼い主のいない猫の不妊・去勢
手術支援事業（～１月）
○どうぶつＹＯＵ友フェスティバル
（環境フェアに出展）
○どうぶつYOU･友事業推進協議
会総会
○食品衛生検査施設信頼性確保
部門責任者研修会

○ＨＩＶ検査普及啓発週間（夜間
即日検査）

7月

○集団給食施設監視指導（事業
所等）
○九州・山口政令市生活衛生主
管課長会議
○夏期食品一斉取締
○食中毒予防講習会（２回）
○製菓衛生師試験受付
○夜間一斉監視

○クリーニング師受験願書受付
○九州・山口政令市生活衛生主
管課長会議
○遊泳用プール監視（～9月）
○福岡県美容組合講習会

○九州各県・指定都市等乳肉衛
生担当係長会議
○全国動物関係事業所協議会九
州ブロック会議
○県ペットスケッチコンクール（9月
に回収、提出）
○市動物愛護推進員の委嘱（任
期２年）

8月

○食品営業許可更新受付
◎食品衛生月間事業
○九州地区食品衛生担当係長及
び担当者会議

○生活衛生関係営業指導職員研
修会

○福岡県動物愛護管理対策推進
会議作業部会

○ＨＩＶ検査（夜間即日検査）

9月

○ろ店一斉監視 ●犬の飼い方・しつけ方教室（環
境交流プラザ　エコ体験講座）
○動物愛護週間パネル展（市庁
舎２階ホワイエ）

10月

○集団給食施設監視（病院～1
月）
○食品衛生責任者養成講習会

○水道施設監視　（～１２月） ○福岡県動物慰霊祭
○久留米市地区環境衛生連合会
大会
○全国動物管理関係事業所協議
会全国会議

11月

○食品営業許可更新受付
○ノロウイルス食中毒予防講習会
○食育フェスタ手洗い指導

○九州各県・政令指定都市・中核
市生活衛生主管係長会議
○九州各県・政令市水道担当係
長会議

○犬のしつけ方教室
○動物取扱責任者研修会
○どうぶつＹＯＵ友フェスティバル
（マナビィランドに出展）

12月

○年末食品一斉取締
○フグ早朝監視
○HACCP普及推進地方連絡協
議会（九州ブロック）

○世界エイズデー啓発（夜間即日
検査）

31年 1月
○フグ処理師試験受付 ○福岡県動物愛護管理センター

会議
○家庭用品検査

2月

○食品営業許可更新受付
○食品衛生責任者養成講習会
○筑後ブロック食品衛生監視員会
議

○生活衛生関係技術担当者研修
会

○筑後ブロック動物行政担当者会
議
○食品衛生検査施設における検
査等の業務管理に係る内部点検
○指定都市・中核市動物愛護管
理行政主管課長会議・狂犬病予
防業務担当者会議

3月
○生活衛生・食品安全関係主管
課長会議

●ペットの命を守る防災講座

●新規・拡充事業　◎重点事業

課名

チーム名

衛生対策課

備　考

通年事業



●衛生対策課　平成30年度重点事業報告

食品・生活衛生チーム【食品】

（１）食品等事業者による自主管理体制構築の推進

①講習会

回数 参加人数 対象者

食品衛生責任者養成講習会 3 378 食品関係営業者

食中毒予防講習会 2 404 食品関係営業者

ノロウイルス予防手洗い講習会 1 79 給食関係者

イベント事前説明会 6 219 食品関係営業者

2 28 食品関係営業者

合計 14 1,108

②監視指導

・一斉監視（夏期、年末）

・集団給食施設監視（学校、保育所、事業所等(福祉施設等）、病院）

・営業許可新規、更新時

（２）市民への食中毒予防のための啓発活動の実施

①講習会

回数 参加人数 対象者

出前講座 12 320 市民

食生活推進員研修会 2 28 食生活改善推進委員

手洗い講習会 1 65 小学生

手洗いチェッカー（食育フェスタ内） 2 2,093 来場者

合計 17 2,506

②８月食品衛生月間事業

・街頭キャンペーン（水の祭典パレード）

・食品衛生パネル展示(市庁舎2階ホワイエ）

・懸垂幕の掲示

食品・生活衛生チーム【生活】

（１）レジオネラ症予防を目的とした監視指導の強化

①浴槽水等のレジオネラ属菌等の検査

・公衆浴場　　　  23施設56検体（平成31年2月時点）

②プール水の水質検査

・遊泳用プール   12施設12検体

その他



動物管理チーム

（１）狂犬病対策の充実と動物愛護事業の推進

①狂犬病対策

27年度 28年度 29年度

登録数 16,754 15,998 16,038

注射数 9,102 8,780 8,759

注射率 54.3% 54.9% 54.6%

②協働の推進

・動物愛護団体の活動支援、

 　 譲渡への協力

・動物愛護推進員(犬の訓練士)

　　による講習会

　イベントで犬の扱い方を指導、

　　飼い方相談会

③野良猫対策

・所有者のいない猫の不妊去勢手術支援事業

　福岡県獣医師会との協働

　H30.6.1～H31.1.31受付。150頭実施（12月で終了）

試験検査チーム

（１）発生動向調査におけるカルバペネム耐性腸内細菌科細菌の検査体制整備

感染症法に基づき実施される発生動向調査において、CRE感染症が5類全数把握対象
疾患となったのに伴い、その検査を久留米市衛生検査センターで実施する。

住民･ボランティア

獣医師会 久留米市

･猫の捕獲等、費用の自己負担分
･近隣への被害軽減措置の実行　他

･制度設計･調整･広報啓発
･費用の一部助成　他

･費用の一部負担(安価な料金設定)
･受付業務、手術の実施　他

協 働

オ ス メ ス

(通常料金１５,０００円以上) (通常料金２５,０００円以上)

１０,４００円 １５,８００円

久留米市の手術費用助成額 ５,０００円 ５,０００円

申請者の自己負担額 ５,４００円 １０,８００円

獣医師会の手術費用設定額



平成30年度　久 留 米 市 保 健 所 事 業 報 告 保健予防課

感染症事業 予防接種事業

○(緊急)措置入院業務
○精神科医による現地診察
○精神保健福祉相談（毎週木曜）
○精神保健電話相談･来所相談
○保健師・精神保健福祉士による家
庭訪問指導
○医療観察法ケア会議
○ケース検討会
○精神保健職親（社会適応訓練）事
業
○かかりつけ医・精神科医連携研修
検討会
○自死遺族のつどい「わかち合いの
会」（毎月第4火曜）
○市民・団体等に対するゲートキー
パー育成のための講師派遣
○市民活動団体への支援
○適正飲酒指導
●こころの相談カフェ（拡充）

○結核等事例検討会
○結核患者接触者健康診断
○感染症診査協議会結核専門部会（2回
/月）
○結核医療費給付事務
○応急入院・入院勧告等措置業務
○結核専門病院との定例カンファレンス
○結核ＤＯＴＳ事業
○結核定期病状調査
○結核指定医療機関の申請・指定業務
○感染症発生動向調査事業
○感染症発生時の積極的疫学調査
○感染症に係る電話・来所相談
○新型インフルエンザ対策事業
○エイズ・性感染症・肝炎の相談・検査
（毎週水曜）
○肝炎ウイルス陽性者等フォローアップ
事業
●風しん抗体検査（第3火曜）(4月～１月)
　2月8日～市内受託医療機関にて実施
○蚊媒介感染症対策

○定期予防接種実施
Ａ類疾病：ヒブ・小児用肺炎球菌・Ｂ
ＣＧ・四種混合・二種混合・ＭＲ・日本
脳炎・ヒトパピローマウイルス（子宮頸
がん）・水痘・Ｂ型肝炎
B類疾病:ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ･高齢者肺炎球
菌
●風しん予防接種実施（2/8～）
○予防接種電話相談・来所相談
○子宮頸がん予防ワクチン接種後相
談
○予防接種依頼書受付発行
○母子健康手帳再交付時の予防接
種履歴転記
○予防接種事故報告書受付、対応
○長期療養者受付、紹介状発行
○窓口、訪問等の関係者研修会実
施
○健康被害給付事業、支払い等
○予防接種ミニ研修会実施(6回)
○県外接種の償還払い申請受付
○日脳個別通知（4歳児・9歳児）
○ＭＲ1期個別通知（1歳10か月児）
○二種混合個別通知(11歳)

30年 4月

○セーフコミュニティ自殺予防対策
委員会
○ゲートキーパー研修（新規採用職
員）

○肝炎ウイルス検査医師会等委託実施 ○定期予防接種委託実施
○日脳（特例対象18歳）個別通知
○MR2期個別通知
○二種混合(12歳)個別通知
○高齢者の肺炎球菌個別通知

5月 ○感染症危機管理対策本部会議

6月

○自殺対策計画庁内研修・説明会 ○HIV検査普及週間（夜間検査）
○蚊媒介感染症研修会
○病原体等包装運搬講習会(感染研)
○エボラ出血熱(一類感染症)対応訓練
マスクフィットテスト等訓練

7月

○セーフコミュニティ自殺予防対策
委員会
○職域メンタルヘルス連絡会議

○新興感染症、防護服着脱訓練
○学校結核対策委員会
○結核コホート検討会

○MR1期、2期保育園・幼稚園ポス
ター配布

8月

○ハローワーク相談会 ○HIV夜間検査
○結核予防技術者地区講習会
○九州各県政令指定都市等結核行政担
当者会議
○学校保健委員会(三井中央高校)
○HIVエイズ検査相談研修会

9月

○自殺予防週間街頭啓発
○大学図書館等啓発パネル展示

○結核予防週間普及啓発事業
　（医療機関・高齢者施設・商業施設等）
○鳥インフルエンザ健康調査・防護服着
脱訓練

○就学前健診チラシ(事前・当日)配
布

10月

○かかりつけ医・精神科医連携研修
（第1回）
○自殺対策計画推進調整会議
○自殺対策計画推進委員会
○こころの健康づくり講演会
○ハローワーク相談会

○感染症結核予防対策研修会
○ホームレス健診

●インフルエンザ予防接種(10/１～
1/31)期間延長
○予防接種研修会（リサーチセン
ター）

課名 保健予防課

チーム名 精神保健ﾁｰﾑ 感染症ﾁｰﾑ

通年事業



平成30年度　久 留 米 市 保 健 所 事 業 報 告 保健予防課

課名 保健予防課

チーム名 精神保健ﾁｰﾑ 感染症ﾁｰﾑ

11月

○かかりつけ医・精神科医連携研修
（第2回）
○自殺対策連絡協議会
○職域メンタルヘルス講演会
○大学学園祭、健康フェスタ啓発パ
ネル展示

○世界エイズデー（12/1）
○一類感染症対応訓練（福岡東医療セ
ンター)
○ホームレス健診（結果返し）
○九州山口九県感染症関係機関連絡会
議
○結核コホート検討会
○福岡県麻しん風しん対策会議

○MR2期未接種者勧奨（個別通知）
○二種混合未接種者勧奨（個別通
知）

12月

○精神科病院実地指導
○セーフコミュニティ自殺予防対策
委員会
○セーフコミュニティフェスタ、認証
式典
○自殺対策計画推進調整会議
○自殺対策計画推進会議
○自殺対策計画パブリックコメント

○世界エイズデー啓発事業（夜間検査）
○新型インフルエンザ等対策伝達訓練
○結核コホート検討会

31年 1月

○精神科病院実地指導
○ハローワーク相談会
○自殺対策計画パブリックコメント
○自殺対策計画市民説明会

○結核患者管理システム整理（年報作
業）
○陰圧テント設営訓練

○来年度予防接種計画
○MR2期未接種者勧奨（個別通知）
○二種混合未接種者勧奨（個別通
知）

2月

○自殺対策職員研修
○自殺対策計画推進調整会議
○自殺対策計画推進委員会
●ＳＯＳの出し方教育（新規）

○公衆衛生関係行政事務指導監査
○結核コホート検討会
●風しん抗体検査(医療機関委託)開始

●風しん予防接種(5期・任意)開始

3月

○自殺対策強化月間街頭啓発
○市立図書館啓発・図書展示
○ハローワーク相談会
○関係機関連携調整会議
○自殺対策計画推進会議
○自殺対策計画策定
○セーフコミュニティ自殺対策委員
会

○結核専門部会コホート報告会
○感染症診査協議会
○共通感染症対策協議会

○予防接種週間（3/1～3/7)
○予防接種連絡会
○予防接種研修会

備　考
●新規・拡充事業　◎重点事業



●こころの健康づくり講演会

日　時 平成30年10月30日（火）　18時30分～20時

テーマ

講　師

場　所 久留米商工会館　５階　大ホール

参加者数 172名

●職域メンタルヘルス講演会

日　時 平成30年 11月21日（水）　14時30分～16時30分

テーマ 職場における大人の発達障害の理解と支援～実際の対応を通して～

講　師

場　所 久留米リサーチ・パーク

参加者数 98名

●街頭啓発

【自殺予防週間】平成30年9月10日（月）　7時30分～8時30分

【自殺対策強化月間】 平成31年3月1日（金）　7時30分～8時30分

場　所 西鉄久留米駅

内　容 通勤途中の中高年男性を中心に、啓発物及びチラシを配布

配布数 1,000部×２回

●こころの相談カフェ

日　時
奇数月火曜日

17時～19時30分
毎月日曜日
13時～16時

場　所

利用者 141件　（平成30年12月末現在）

これだけは知っておきたい子どもの心と体のＳＯＳ
～悩み多き子どもたちにどう向き合うのか～

久留米大学医学部神経精神医学講座 講師、久留米大学病院カウンセリングセン
ター長 　大江 美佐里氏

毎週火曜日
13時～16時

岩田屋久留米店本館10階

 平成30年度重点事業報告

日　時

生きづらさを抱える市民を対象に、臨床心理士等の専門のカウンセ
ラーが相談を実施

内　容

久留米市立中央図書館

（１）普及啓発の実施

自殺対策事業

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
　精神保健研究所 薬物依存研究部 部長
　病院 薬物依存症センター センター長　松本　俊彦　氏

こころの健康づくり講演会

相談窓口とゲートキー
パーの周知啓発のた
め、5月から市内5ヶ所
の書店と協働し、しおりを
配布。9月の自殺予防
週間に合わせ、市内の
図書館でも配布。

自殺予防週間啓発物：メモパッド

保健所運営協議会（資料）
保健予防課（精神保健チーム）

市民団体や自殺対策連絡協議会構成団体等
の方々と協働で街頭啓発を実施



●自殺対策連絡協議会

日　時

場　所

内　容

参加者

●職域メンタルヘルス連絡会議

日　時

場　所

　

参加者

●ゲートキーパー養成

啓発者数 　1,902名（平成30年1月末現在）

啓発箇所

●かかりつけ医・精神科医連携研修

場　所

●職員研修

日　時

場　所

テーマ

講　師

参加者

●わかち合いの会（自死遺族の集い）

日　時

場　所

参加者

平成31年 2月 1日（金）　　15時～17時

　　　　　　 ○ロールプレイ

【第2回】　○筑後かかりつけ医精神科医アルコール連携システムの現況

参加者
　内訳／（第１回）195名、（第２回）162名

延357名

【第1回】平成30年10月16日（火）　19時15分～21時00分

内容

　　　　　　　　働く女性のメンタルヘルス
　　　　　　　　～産褥期のアルコールの問題と子どもへの虐待・ネグレクト～

法政大学教授・社会活動家　湯浅　誠　氏

市庁舎３階　３０７会議室

講話「働きやすい職場環境を目指して～メンタルヘルス対策と職場の環境
づくりから自殺対策を考える～」

（３）人材育成及び地域における支援体制の強化等

久留米医師会館

日　時

理容組合、まちづくり振興会、民生委員、薬剤師会等

平成30年 7月 5日（木）　14時～15時30分

【第2回】平成30年11月20日（火）　19時15分～20時45分

１ 報告事項

　　社会福祉法人 久留米市社会福祉協議会、NPO法人ル・バトー

３ 意見交換

内　容

平成30年11月8日（木）　10時～11時30分

　講師　久留米大学医学部神経精神医学講座教授　内村　直尚　氏

２ 構成団体等における取り組み状況報告

　　　　 　　○パネルディスカッション

　･久留米市自殺対策計画について

【第1回】　○子どものうつ・発達障害と虐待について

38団体39名

　・久留米市の自殺の現状について

（２）関係機関の連携強化

職員会館メルクス３階　大ホール

　　　　　　　　周産期から子育て世代の切れ目ない支援

久留米市保健所会議室

10名（平成31年 1月末までの延参加者数）

久留米商工会館5階　大ホール
「自殺のないまちを目指して
　　　　～自殺対策推進における市民との協働～」

112名

毎月第 4火曜日　13時30分～15時30分

(4)自死遺族支援

10団体12名

かかりつけ医・精神科医連携研修

ロールプレイ

自殺対策連絡協議会

「中高年男性の自殺者を減らすには」を
テーマに3人1組で意見交換を実施

職員研修



重点事業項目名：感染症の発生予防・まん延防止の推進（感染症対策）
1 感染症対策 保健予防課（感染症チーム）

●感染症疫学調査（結核除く）
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度

Ｈ31．1月末現在

4 1 7 2 9
4 3 5 3 2

11 6 9 4 0
0 0 1 2 1
1 2 1 2 1
0 2 0 0 0
0 1 1 0 0
2 2 7 2 19

※Ｈ30年度その他：風しん（19）

●電話・来所相談実績
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度

Ｈ31．1月末現在

166 212 200 245 357

●出前講座実績
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度

Ｈ31．1月末現在

17 8 9 8 11
875 775 734 668 959

●出前講座以外健康教育実績

●感染症予防研修会
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度

67 69 79 63 72
高齢者施設

障害者施設等
保育園

幼稚園等
高齢者施設

障害者施設等
保育園

幼稚園等
高齢者施設

等
●結核患者

Ｈ26年 Ｈ27年 Ｈ28年 Ｈ29年 Ｈ30年(暫定値)

140 100 118 108 114
42 48 50 44 39

13.9 15.8 16.4 14.4 12.7
16.1 15.4 13.9 13.3 －
16.0 15.2 14.1 14.3 －

●結核対策研修会
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度

117 135 111 478 72
医師等 看護・介護職

員等
医師等 医師・コメディカル

等(医療安全対策研
修会にて)

看護・介護職
員等

●HIV・性感染症検査、相談等実績
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度

Ｈ31．1月末現在

301 276 328 333 277
68 88 81 78 55

221 188 245 255 223
219 189 244 254 223

1,362 1,158 1,385 1,245 1,161
肝炎検査(C型) 1,366 1,160 1,385 1,245 1,163

123 107 96 78 182
566 579 694 755 566
445 394 520 534 482

参加人数
対象施設

風しん抗体検査

肝炎検査(B型)
クラミジア検査件数

感染症関係

回数
参加人数

年末時登録者数
新規登録者数
結核罹患率（％）

感染性胃腸炎
レジオネラ症
インフルエンザ
Ａ型肝炎
細菌性赤痢、コレラ
重症熱性血小板減少症候群
デング熱
その他

Ｈ30年度（Ｈ31．1月末現在）
回数 14
参加人数 682

エイズ検査件数
 再掲）夜間検査件数
梅毒検査件数

【参考】国罹患率（％）
【参考】県罹患率（％）

参加人数
対象者

エイズ検査相談件数
性感染症相談件数



●感染症訓練等医療体制整備

訓練風景

①

②

③

④

⑤

⑥

2 予防接種

件
数 108 255 286 284

Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度
Ｈ31．1月末現在

2,150 2,372 2,581 2,769 2,988
809 661 899 910 798

●電話・来所相談実績

Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度
Ｈ31．1月末現在

2,718 2,005 1,839 1,784 2,737
11 13 5 10 9

27 30 44
4 9 0 0

●予防接種研修会実績(参加者数)

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度
Ｈ31．1月末現在 参加職種

86 50 63 3月実施予定 保育職員等
90 114 86 86 母子保健等職員

エボラ出血熱(一類感染症)対
応訓練、防護服着脱訓練、Ｎ
９５マスクフィットテスト訓練

平成30年8月21日
病原体検体搬送（ゆうパック）
研修会

平成30年6月14日 蚊媒介感染症対策訓練

平成30年11月1日

保健所内鳥インフルエンザ健
康調査訓練、防護服着脱訓練

平成30年11月9日
新型インフルエンザ等対策情
報伝達訓練

平成30年6月29日

平成30年9月20日

平成28年度 平成29年度

平成31年1月8日 陰圧テント設置訓練

第１種感染症指定医療機関
（福岡東医療センター）との合
同訓練

⑦

子宮頸がんワクチン接種後相談

インフルエンザ

●予防接種費払戻し実績（平成27年4月開始）

平成27年度

●無料予防接種確認書受付

平成30年度
H31年1月末現在

予防接種関係者研修会
予防接種ミニ研修会(総計）

高齢者肺炎球

予防接種関係
　再掲）子宮頸がんワクチン

　再掲）Ｂ型肝炎

第１種感染症指定医療機関(福岡東医
療センター)との合同訓練

N９５マスクフィットテスト訓練

防護服着脱訓練

所内報告中



平成３０年度 久留米市保健所事業報告 
健康推進課 

課名 健康推進課 

チーム名等 健康増進チーム 難病・在宅医療チーム 

通年事業 

○お腹まわりスッキリ相談 

○まちかど栄養・糖尿病予防健康相談 

○総合健康相談 

●特定健康診査・特定保健指導 

●各種がん検診（胃がんリスク検査を含む） 

●生活習慣病予防健康診査 

●結核検診（65歳以上） 

○歯科保健事業（歯周疾患検診、障害者歯科健診助成等）

○健診普及啓発事業 

○血圧改善支援事業 

○校区等ウォーキング事業支援 

●ラジオ体操推進事業 

○すこやか推進会育成（助成） 

○原爆被爆者援護事業 

○熱中症対策（6月～9月） 

○「第2期健康くるめ21」計画 

●健康のびのびプロジェクト事業 

 （再掲）各種がん検診、特定健診・特定保健指導、ラジオ体操推進

事業、校区等ウォーキング事業支援、健康づくり応援店の促進、

健康づくりサポーター設置など 

○禁煙週間啓発事業 

○栄養相談 

○特定給食施設巡回指導（6～2月） 

○食品の栄養成分表示の指導 

○調理師免許申請等受付 

○健康づくり応援店の促進 

○高校生・大学生の食育推進 

○食生活改善推進員協議会育成（助成） 

○たばこ対策事業 

○地域健康づくりリーダー養成教室 
・食生活改善推進員養成教室（8～11月） 

・すこやか推進員養成教室（5～7月） 

○食生活改善推進員協議会フォロー教室（6～3月） 

○久留米赤十字会館プール整備・運営助成事業 

○久留米生きがい健康づくり財団助成 

 

 

○特定医療費（指定難病）申請受付 

○在宅人工呼吸器使用患者支援事業申請受付 

○難病電話相談・来所相談 

○難病患者訪問 

○難病従事者研修会 

○関係者ケア会議出席 

○筑後ブロック難病担当者会議（年 2 回） 

○久留米大学病院難病支援調整会議（年4回） 

○事例検討会 

○肝炎治療特別促進事業申請受付 

●肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業申請受付 

○先天性血液凝固因子障害等治療研究事業申請受付 

○石綿健康被害救済給付事業申請受付 

○在宅医療推進事業（電話・来所相談、出前公開講座） 

○在宅医療・介護連携推進事業（協議会） 

●在宅医療・介護連携推進事業（退院調整ルール策定、在

宅医療・介護連携推進に係る課題分析） 

○小児慢性特定疾病医療給付（随時） 

○小児慢性特定疾病審査会(毎月) 

○小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 

○小児慢性特定疾病児童等レスパイト支援事業 

 

 

●は新規・拡充事業 （※年間スケジュール予定は次ページ参照）



健康推進課 

課名 健康推進課 

チーム名等 健康増進チーム 難病・在宅医療チーム 

30年 4月 

○校区ウォーキング事業（～3月） 

○調理師試験願書配布 

 

●在宅医療・介護連携推進事業（退院調整ルール策定、

在宅医療・介護連携推進に係る課題分析） 

 5月 

○まちかど栄養・糖尿病予防健康相談（5～3月） 

○世界禁煙デー啓発街頭キャンペーン（6/3） 

○禁煙週間啓発事業（5/31～6/6） 

○すこやか推進員養成教室（5～7月） 

 

〇事例検討会（5/9） 

〇久留米大学病院難病支援調整会議（5/17） 

〇筑後ブロック難病担当者会議（5/22） 

○難病相談従事者等研修会（5/24） 

 6月 

●市民ラジオ体操の集い(6/17) 

（メイン会場：補助競技場，サブ会場：市内6会場） 

●特定健康診査（6～3月）（個人負担金無料化、未受診者の

医療情報収集） 

●特定保健指導（6～3月）（未受託医療機関での健診受診者

への利用勧奨及び保健指導実施） 

●生活習慣病予防健康診査（6～11月）（35～39歳及び40歳

以上の生活保護受給者等） 

●各種がん検診、結核検診（6～11月）（集団けんしんの拡

充、集団けんしんインターネット予約実施） 

○歯の健康フェスタ（6/3）  

○特定給食施設等研修会（1回目） 

○食生活改善推進員協議会リーダー育成フォロー研修(6

～3月) 

 

 

 7月 
○「第2期健康くるめ21」計画会議（7/24・7/30・8/6） 

 

○特定医療費（指定難病）継続手続き集中受付 

 8月 

○食生活改善推進員養成教室（8～11月） 

○特定健診未受診者への受診勧奨ハガキ送付（8月） 

●NHK「ガッテン！」とのコラボ企画による乳がん受診勧奨

ハガキ送付（8月） 

 

○在宅医療・介護連携推進協議会（第 1 回）（8/23） 

〇事例検討会（8/6） 

〇久留米大学病院難病支援調整会議（8/16） 

 9月 

○特定健診未受診者への受診勧奨シート送付（9月） 

○コールセンターによる特定健診未受診者勧奨（9～10月,

1回目） 

○がん検診未受診者への受診勧奨圧着ハガキ送付（9月）

○がん検診啓発街頭キャンペーン(9/30) 

○血圧改善支援事業（2月～） 

 

〇事例検討会（9/21） 

 

 10月 

●ラジオ体操講習会（10/5） 

●市民ラジオ体操の集い＆早朝１万歩ウォｰク会場(10/7)

（メイン会場：補助競技場，サブ会場：市内5会場） 

 

○小児慢性特定疾病継続手続き集中受付（10～１１月） 

○難病患者・家族会（10/25） 

 11月 

○食育啓発事業（久留米大学学園祭）（11/3） 

○健康くるめ21フェスタ(11/11)（がん啓発･女性がん検診）  

○くるめ食育フェスタ(11/10・11/11) 

○田主丸かっぱウォーク(11/3)，城島鬼面ウォーキング

（11/11） 

○お腹まわりスッキリ相談（11～3月） 

 

○小児慢性特定疾病ピアカウンセリング（第1回） 

〇事例検討会（11/28） 

〇久留米大学病院難病支援調整会議（11/29） 

 12月 

 〇障害者及び難病患者の本人、企業担当者によるトーク

セッション（12/1） 

〇筑後ブロック難病担当者会議（12/7） 



●肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業（開始） 

 

31年 1月 

●コールセンターによる特定健診未受診者勧奨（1月，2回

目） 

 

 

  2月 

○ラジオ体操指導員講習会（2/10） 

○特定給食施設等研修会（2回目） 

○特定給食施設等実態調査 

 

○難病訪問診療（2/28） 

〇久留米大学病院難病支援調整会議（2/21） 

  3月 

○調理師研修会兼地域活動栄養士研修会(3月) ○難病患者の在宅療養支援に関する検討会（3/8） 

○在宅医療・介護連携推進協議会（第2回）（3/8） 

 

備 

考 

 

 

 

●は新規・拡充事業 



平成31年2月25日
保健所健康推進課

重点事業項目名 ： 生活習慣病予防対策

○健康のびのびプロジェクト事業

（１）健診受診率向上対策及び効果的な保健指導

　ア　各種健診の実施

　①特定健康診査・特定保健指導

27 28 29 30

特定健康診査 受診率 34.2% 34.2% 35.5% 実施中

特定保健指導 利用率 17.7% 10.9% 9.8% 実施中

　②各種がん検診等

27 28 29 30

実施日数 8日 8日 8日 11日

受診者数 869人 1,175人 1,105人 1,496人

　③コンビニ・出前健診の実施

27 28 29 30

実施日数 3日 2日 4日 4日

受診者数 22人 79人 188人 421人

実施日数 2日 1日 1日 1日

受診者数 50人 32人 33人 26人

　イ　各種健診受診率向上対策の実施

27 28 29 30

①女性特有がん（乳がん） 未受診者勧奨 6,553件 6,553件 ⑥に統合 ⑥に統合

②胃がんリスク検査 未受診者勧奨 4,259件 3,992件 ⑥に統合 ⑥に統合

③生活習慣病予防健診 受診勧奨 20,267件 19,973件 24,269件 23,952件

④特定健診 未受診者勧奨計 53,003件 64,015件 52,283件 45,177件

⑤コールセンター（市国保特定健診） 未受診者勧奨 3,604件 4,876件 4,791件 9,321件

⑥がん検診未受診者への圧着式ハガキ送付 未受診者勧奨 35,776件 35,938件

⑦過去の健診結果を用いた封書送付（市国保特定健診） 未受診者勧奨 8,548件 9,180件

⑧【新規】乳がん検診未受診者へのハガキ送付（NHK「ガッ
テン！」とのコラボ企画）

未受診者勧奨 18,415件

　ウ　健康教育・相談に関する事業の実施

27 28 29 30（H31.1現在）

①お腹まわりスッキリ相談 対象者数 99人 109人 108人 実施中

②まちかど栄養・糖尿病予防健康相談 参加者数 1,542人 1,521人 1,501人 実施中

③重症化予防支援事業（未治療者対策） 対象者数 125人 187人 204人 実施中

④血圧改善支援事業 対象者数 886人 640人 794人 実施中

⑤早期介入保健指導指導事業 対象者数 266人 222人 238人 138人

（２）その他の事業

　ア　ラジオ体操推進事業

27 28 29 30（H31.1現在）

配布団体数 104団体 37団体 34団体 21団体

CD配布枚数 117枚 34枚 32枚 18枚

教本配布冊数 1,752冊 483冊 339冊 190冊

のぼり旗数 ‐ 25本 23本 12本

派遣団体数 10団体 4団体 4団体 2団体

延べ参加者数 248人 80人 103人 36人

申込者数 208人 154人 185人 204人

参加者数 184人 140人 161人 183人

実施日数 - - 2日 1日

実施地区 三潴・田主丸 旧久留米

参加者数 - - 185人 76人

夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会（平成29年8月15日開催） 参加者数 - - 1,800人 -

年度

年度

ラジオ体操講習会
（平成29年度は、夏期巡回ラジオ体操のプレイベントとして
開催）

年度

年度

レディースデー

CD・教本・のぼり旗配布事業

年度

年度

コンビニ健診

出前健診

講師派遣事業

指導員養成講習会



平成31年2月25日
保健所健康推進課

重点事業項目名 ： 在宅療養支援対策の充実

（１）重症神経難病患者等への支援

27 28 29 30

実施回数 3回 3回 3回 1回

参加者数 184人 146人 85人 77人

支援会議 開催回数 5回 5回 3回 4回

訪問診療 実施回数 2回 3回 2回 1回

（２）在宅医療・介護連携推進事業

　ア　医療介護従事者研修 平成30年度より４つの連携センター実績を反映（H30.11分まで）

27 28 29 30

実施回数 5回 1回 2回 6回

参加者数 562人 58人 254人 424人

　イ　市民啓発

27 28 29 30

実施回数 1回 1回 1回 3回

参加者数 141人 148人 125人 254人

　ウ　同行訪問

27 28 29 30

実施回数 3回 2回 2回 4回

参加者数 55人 17人 37人 22人

重点事業項目名 ： １ 栄養改善業務の定着・充実・強化 ／ ２ 食育の推進

（１）栄養改善業務の定着・充実・強化

　ア　くるめ健康づくり応援店事業

27 28 29 30（H31.1現在）

135店舗 180店舗 180店舗 178店舗

　イ　たばこ対策

27 28 29 30

禁煙週間 33人 70人 36人 34人

実施校・実施施設 7校 5校 4校 2校

（２）食育の推進

　ア　高校、大学生等への食育

27 28 29 30

6校 7校 7校 6校

1校 1校 1校 1校

　イ　イベントにおける正しい栄養知識と食習慣の普及啓発

27 28 29 30

健康くるめ21フェスタ 延べ参加者数 3,466人 3,797人 3,731人 3,897人

退院時連携促進事業・同行訪問事業

在宅医療従事者研修会

研修会

年度

一酸化炭素濃度測定

くるめ健康づくり応援店登録店舗数

年度

年度

年度

年度

年度

食育教室（高＋短・大＋専門）

食育啓発イベント

年度

喫煙防止教育

年度

市民公開講座











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◆ 朝のラジオ放送に合わせて、一斉にラジオ体操を行います ◆◇ 

□主 催 久留米市 

□協 力 久留米早朝ラジオ体操会、久留米早朝歩こう会、株式会社ミズ、 

筑西・ゆめクラブ、久留米市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会、 

久留米市スポーツ推進委員 

□後 援 NPO法人全国ラジオ体操連盟、株式会社かんぽ生命保険久留米支店 

【問合わせ先】 

久留米市保健所健康推進課 TEL:0942-30-9331、FAX:0942-30-9833 

◆日 時 ６月１７日（日） 早朝 6:20～ 

◆会 場  

メイン：久留米アリーナ 1階メインアリーナ（東櫛原町） 

サ ブ：六角堂広場、安武・大善寺校区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

鳥飼・大橋・城島小学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
※実施内容は会場ごとに異なります。裏面をご覧ください。 

 

いつでも、誰でも手軽に取り組めるラジオ体操で健康づくり！ 



「市民ラジオ体操の集い」会場一覧 

会場 

区分 
会場 時間（予定） 実施内容 

メイン 

久留米アリーナ１階

「メインアリーナ」 

（東櫛原町） 

6:20～7:30 

○開会 

○体操のワンポイントレッスン 

○一斉にラジオ体操 

○式典 

○閉会 

※屋内ですので、体育館シューズ

をご持参ください。 

サ ブ 

六角堂広場 

（六ツ門町） 
6:20～7:10 

○開会 

○体操のワンポイントレッスン 

○一斉にラジオ体操 

○健康教室・健康相談 

○閉会 

安武校区 

コミュニティセンター 

（安武町） 

6:20～6:40 

○開会 

○一斉にラジオ体操 

○閉会 

大善寺校区 

コミュニティセンター 

（大善寺町） 

6:20～6:40 

○開会 

○一斉にラジオ体操 

○閉会 

鳥飼小学校グラウンド 

（梅満町） 
6:20～6:40 

○開会 

○一斉にラジオ体操 

○閉会 

大橋小学校グラウンド 

（大橋町） 
6:20～6:40 

○開会 

○一斉にラジオ体操 

○閉会 

城島小学校グラウンド 

（城島町） 
6:20～6:40 

○開会 

○一斉にラジオ体操 

○閉会 

 

 
 

市内の７つの会場で一斉にラジオ体操を行います！ 

ぜひ、最寄りの会場でご参加ください！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆対 象 者  久留米市民、または市内にお勤めの方 
 
◆定 員  ２００人 
 
◆内 容  ラジオ体操（第１・第２）、みんなの体操の実技・指導 
 
◆申込方法  裏面の申込書に必要事項をご記入のうえ、保健所健康推進課に 

ＦＡＸ（0942-30-9833）してください。 

※ FAXがご利用できない場合は、電話（0942-30-9331）・ 

郵送でも構いません。 
 

申込締切 平成 31 年 2 月 1 日（金） 

       ※定員になり次第、申込みを締め切らせていただきます。 

 

と き 平成 31 年 
2 月10 日（日） 
9：30～12：00 （受付 9：00～） 

久留米アリーナ １Ｆ武道場 
（久留米市東櫛原町 170－1） 

講師 

多胡 肇氏 
（ＮＨＫテレビ・ラジオ体操指導者） 

 

ところ 

 

ラジオ体操指導員の資格が 無料 で取得できます！ 
 
本講習を受講された方はＮＰＯ法人全国ラジオ体操連盟が認定する

「ラジオ体操指導員」の資格を取得できます（18歳以上の方）。 

なお、取得費用（2,000円）は、市が負担します。 

ＮＨＫの指導者から学べる 

久留米市保健所健康推進課 

ＴＥＬ 0942-30-9331／FAX 0942‐30‐9833 

〒830-0022 久留米市城南町 15-5 久留米商工会館 4 階 

問合せ先 

アシスタント 

吉江 晴菜氏 

（ＮＨＫテレビ・ラジオ体操アシスタント） 

 

セーフコミュニティ国際認証都市 久留米市 
― みんなで取り組む安全安心まちづくり ― 

ラジオ体操に関する情報は、 

市のホームページでも見るこ

とができます。 

室内用シューズ持参 

の上、動きやすい服装

でお越しください。 



平成30年度　久 留 米 市 保 健 所 事 業 報 告
地域保健課

保健センター管理・運営

【地域訪問活動】
○小・中学校
○医療機関

【地域会議参加】
○校区コミュニティ協議会
○民生委員児童委員協議会（全校区月1回）
○地域包括支援センター連絡会議 （各圏域で
年1回）
○御井子育てネット
○赤ちゃんふれあい体験学習（三潴中）
○支え合い推進会議
（金島・合川・西国分・三潴・青峰・山本・山川・
京町・安武・大善寺・草野・津福・荘島・善導寺・
宮ノ陣・小森野・金丸・北野・大橋・水縄・日吉・
浮島）
◎地域福祉ワークショップ(5圏域各2回)

【保健職人材育成】
○健康福祉部研修委員会
○保健職人材育成計画推進WGチーム会議

【健康増進分野】
◎健康相談
   （校区イベント、定例相談）
◎健康教育
   （校区、小・中学校等）
○健康くるめ21計画啓発
◎けんしん啓発
   （特定健診・がん検診）
○熱中症予防啓発
○生活習慣病重症化予防支援事業
●CKD啓発事業

【庁内会議出席】
  ・特定健診等合同検討会
  ・老人ホーム入所判定委員会
　・セーフコミュニティＤＶ防止対策委員会
　・コンソーシアム会議

【感染症分野】
○新型インフルエンザ等発生時の住民接種
WG

○南部保健センターに係る管
理運営業務
○各地域保健センター（城島、
北野、田主丸、三潴）の予算執
行に係る進捗管理
○城島保健福祉センター（城
島げんきかん）及び北野保健
センター（コスモすまいる北野）
におけるH27年度指定管理者
による管理運営（H27～31）
○（仮称）中央保健センター整
備に係る検討

30年 4月

5月
○人材育成オリエンテーション ○住民接種WG（～3月）

6月

○民児協役員会・会長会
○人材育成プリセプター集合研修
○キャリアラダー暫定版試行的実施(～8月)

○がん検診・特定健診啓発
  （6～11月）

○指定管理者によるモニタリン
グ報告（利用者アンケート等）、
現地確認（改善指示等）①

7月

8月
○民児協役員会・会長会

9月

○保健職研修(管理期・監督期・中堅期・新任
期)意見交換会(～3月)

○指定管理者によるモニタリン
グ報告（利用者アンケート等）、
現地確認（改善指示等）②

10月

○人権フェスタ健康相談（鳥飼・高良内）

11月

●CKD啓発事業(西国分・金丸・南薫校区)
○人権フェスタ健康相談（善導寺・御井）

12月

○指定管理者によるモニタリン
グ報告（利用者アンケート等）、
現地確認（改善指示等）③

31年 1月
○保健職全体研修（前期）

2月
●CKD啓発事業(鳥飼校区)
○生活習慣病重症化予防支援事業（～3月）

3月

○保健職全体研修（後期） ●CKD啓発事業(日吉校区)
○新型インフルエンザ施設集団接種デモンスト
レーション(日吉小)

○指定管理者によるモニタリン
グ報告（利用者アンケート等）、
現地確認（改善指示等）④

●新規事業　◎重点事業

備　考

課名 地域保健課

チーム名
地域保健ﾁｰﾑ

地域保健活動

通年事業



地域保健課事業実績（平成30年度重点事業）  

健康増進事業

○健康教育・健康相談

実施回数 参加者数 実施回数 参加者数 実施回数 参加者数

79 2,434 84 2,407 63 1,930

62 2,388 54 2,524 68 2,517

141 4,822 138 4,931 131 4,447

○特定健診・がん検診啓発活動

実施回数 参加者数 実施回数 参加者数 実施回数 参加者数

98 3,849 66 2,257 86 2,590

○慢性腎臓病（CKD）啓発事業

CKD啓発事業の目標値
①参加者数　4,000人以上(H30～32年の3ヶ年)　②参加者のうち、65歳未満が3割以上
③参加者でアンケート提出者のうち、8割以上がCKDの知識の習得

参加者数 割合

西国分 H30.11.18 50人 15人 30.0% 86.8%

金丸 H30.11.18 80人 54人 67.5% 98.4%

南薫 H30.11.23 75人 25人 33.3% 96.6%

鳥飼 H31.2.24

日吉 H31.3.3

健康教育、健康相談等による「けんしん」啓発

健康相談

健康教育

年度
H28 H29 H30

年度
H28

医師による結果説明

実施校区 行事名
うち　65歳未満

実施日 参加者数
CKD

知識習得率

資料作成時点、未実施。

資料作成時点、未実施。

校区文化祭

西国分校区文化祭での啓発の様子

※30年度の数値は見込み

CKDに関する健康教育 血圧・血糖測定

校区文化祭

校区健康フェスタ

校区健康フェスタ

校区文化祭

H29 H30
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