
平成 29年度久留米市保健所運営協議会

1 開会

2保健所長あいさつ

次第

日時:平成 30年3月 29日 15:OO~ 

場所:久留米商工会館2階 202会議室

3 傍聴承認について 資料1

4 議事

平成 29年度久留米市保健所事業報告について 資料 2

5九州北部豪雨災害支援報告

6 その他

7閉会





久留米市保健所運営協議会傍聴要領

(趣旨)

平成 30年 3月 29日
保健所運営協議会

資料-1 

第 1条 この要領は、久留米市保健所運営協議会(以下「協議会Jとしづ。)の傍

聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴手続き)

第 2条 傍聴を許可する者(以下「傍聴者」としづ。)の定員は、 10名以内とする。

ただし、開催会場の都合により許可する人数を制限することができる。

2 協議会の傍聴を希望する者(以下「傍聴希望者Jとしづ。)の受付は、開始時

刻の 30分前から先着順で行い、定員になり次第受付を終了する。

3 傍聴希望者は、協議会の開会時刻までに、開催会場で受付をし、協議会の会長

の許可を得た上で、係員の指示に従い、会場に入室すること。なお、会議開会後

の入場は認めない。

(会議の非公開)

第 3条 協議会の会長は、協議会に諮り、当該会議を非公開とすることができる。

(傍聴者の守るべき事項)

第4条 傍聴者は、次に定める事項を守らなければならない。

(1)協議会開催中は、静かに傍聴し、拍手その他の方法により公然と可否を表明

しないこと。

(2)会場において、会長の許可なく、協議会の模様の録音、撮影等を行わないこ

と。

(3) その他会場の秩序を乱し、協議会開催の支障となる行為をしないこと。

(秩序の維持)

第 5条 会長は、会議の円滑な運営を図るため、傍聴者に必要な命令をすることが

できる。

2 会長は、傍聴者がこの要領に違反するときは、これを制止し、その命令に従わ

ないときは傍聴者を退場させることができる。また、退場を命じられた者は、当

日再び会場に入ることはできない。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか、協議会の傍聴に関し必要な事項は、会長が

協議会に諮って定める。

附則

この要領は、平成 20年 6月 18日から施行する。





平成 30年 3月 29日

保健所運営協議会

資料 -2 

平成 29年度久留米市保健所事業報告について



平成 29年度久留米市保健所事業報告 総務医薬課

課名 総務医薬課

チーム名 総務企画チーム 医事薬事チーム

0庶務、財務(随時)
0保健所事業の総括(随時) 0医療法人の申請、届出の受付等(随時)
0人口動態調査(毎月実施) 0薬局、医薬品販売業等の申請、届出の受付(随

時)
通年事業 0薬物乱用防止啓発(随時)

0医療安全相談(随時)
0医療従事者の免許申請の受付(随時)
0医療施設動態調査(毎月実施)
0病院報告(毎月実施)

0衛生行政報告例調査の実施 、 :0准看護師等(県知事免許)免許新規申請の垂
0地域保健・健康増進事業報告 付(3月，，-，)

29年 4月 0医師、保健師、看護師等(大臣免許)免許新規
申請の受付(3月，，-，)

0不正大麻・けし撲滅運動("-'6月)

5月
0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

O国民生活基礎調査(世帯票)の実施 0診療所立入検査("-'9月)
0公衆衛生看護学実習受入(福岡大学5/29"-' 0毒物劇物取扱者試験願書の受付

6月 6/30) 01ダメ・ゼッタイJ普及運動街頭キャンペーン

0公衆宿生看護学実習聖人(久留米大学7/3"-' iO医薬品・医療機器等(薬局・医薬品販売業・医
7/28) 療機器販売貸与業等)一斉監視指導("-'9月医療

7月
機器のみ3月まで)
0毒物劇物販売業者監視指導("-'8月)
0精度管理委員会(第1回)

O医師臨床研修(信州大学8/22) :0病院立入検査説明
0公衆栄養学実習受入(中村学園大学、神戸学 O薬局・医薬品販売業・高度管理医療機器等販

8月 院大学8/28"-'9/1) 売貸与業・毒物劇物販売業更新の調査・受付
0薬物乱用防止啓発[水の祭典パレード]

0救急医療週間啓発事業の実施 0衛生検査所立入検査
0公衆衛生看護学実習受入(聖マリア学院大学

9月 8/28"-'9/29) 
0医師臨床研修(九州大学9/6、9/8)
0訪問看護師養成講習(福岡県看護協会9/8)

O公衆朝生看護学実習垂入(久留米大学10/2"-'iO病院立入検査("-'1月)
10/27) :0麻薬免許継続申請の受付
0患者調査の実施 。麻薬年間届の受付("-'11月)

10月 0受療行動調査の実施 。医療施設静態調査の実施
0薬物乱用防止啓発[久留米大学あのく祭(御井
キャンパス)] 

0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

11月
0配置従事者身分証明書継続受付(，，-，12月)
0危険物運搬車輔の指導取締
0医療安全対策研修会
0精度管理専門委員会(第2回)

iO家庭用品試買検査(，，-，1月)
12月

0取扱処方筆数届受付("-'3月)

30年 l月 0准看護師試験願書の受付

;O薬局・医薬品販売業・両度管理医療機器等販

2月 売貸与業・毒物劇物販売業更新の調査・受付
0衛生検査所立入検査結果報告会・研修会

0平成29年度保健所運営協議会開催 iO准看護師等(県知事免許)免許新規申請ι畳

3月
付("-'4月)
0医師、保健師、看護師等(大臣免許)免許新規
申請の受付("-'4月)

備考
a・"J.宜"'.... 司......→で."TIr~い



平成29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 rダメ。ゼッタイ。J普及運動街頭キャンペーン

実施日時:平成 29年 6月 25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、福岡県医薬品登録販売者協会久留米

支部、 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29年 10月 29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

成人式や薬物乱用防止教室、水の祭典をはじめとするイベント等において、

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ゃうちわ

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}

・薬物乱用防止教室等(明善高等学校での講話)

・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



大麻はたいした害はない ?

ウソです?

安全な薬物などありま

せん。症状や特徴はそ

れぞ、れ異なっても、

どれも心身をボロボロ

にしてしまいます。

合法ハーブは安全 つ

ウソです?

あたかも安全であるかの

ように見せかけて販売

されていますが、「合法」

という言葉にだまされな

いでください。

乙の名称は、違法な販売

者が勝手につけたもの

で、本当は大変危険で

違法な薬物です。

| 悩んだときは、ます相談 r 

困ったときは、一人で悩ま

ず相談を!相談窓口では秘

密を厳守します。

安心して相談してください。

〈るI";)~
久留米市イメージキヤラヲ宇一

薬物についての相談窓口

ロ薬物全般に関する問い合わせ・相談
久留米市保健所総務医薬諜
TEL: 0942・30・9725
FAX: 0942・30・9833

口薬物依存に関する相談
久留米市保健所保健予防課
TEL: 0942・30-9728
FAX: 0942・30・9833

※相餓の内容によっては、適切な相談機関をご案内します.

イラスト協力:久留米市立南筑高等学校美術部
写真 提供 :厚生労働省、福岡県

行発

久留米市保健所総務医薬課
〒83Cト0022 久留米市城南町 15番地5

薬物のウソつホン卜

• 

，...， Yes To Life， No To Drugs. ，...， 



薬物のウソ?ホント?

1回だけならダイジョーブ?

ウソです ?

薬物の依存性は想像以

上に強烈で、 1回だけ…

と思っていても、どん

どん回数が増えていき

ます。「自分だけは大丈

夫」は通用しません。

薬物を使うと、痩せられる?

ウソです ?

一時的に空腹を忘れて、

食欲がなくなったりし

ますが、とれは薬物に

よって身体をだまして

いるだけで、健康的な

ダイエッ卜とは全く別

のものです。

仁コ

| 薬物乱用とは?なぜいけないの? 乱用が大切な脳を傷つける | 
薬物を社会ルールから外れた目的や
方法で使用するととを「薬物乱用」
といいます。
乱用というと繰り返し違法薫物を使
用するととを想像しやすいですが、、... 周警もa周c..，n骨

また、藁局や病院でもらう医薬品を
病気や傷の治療以外に使用すること
も薬物乱用になります。
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私たちの脳は、すごいスピードで情報を処理し、体の隅々ま
て怪遣する、ス-/~ーコンビューター顔負けの鎌能を持って
います。との脳の働きによって人聞の行動の全てがコント
ロールされていますが、薬物はこの複線な回路を破犠し、
心身に機々な悪影響をもたらします。

運動

心臨や肺を動か
し続けたり、手
足を思い通りに
動かす。

過去に留践した
ととを整理して
保管し、必要な
時に取り出す

自分の感情をコ
ントロールする
など、社会性や
モラルを司る。

心蹟や肺の機能
が止まり、呼吸
困雛を起とした
り、司E放を起こ
したりする。

I再乱用@υスクJ
回復の遭もありますが、依存症は一生付き合わなければな
りません。ストレスや飲酒などが引き金となって突然元の
症状に戻ってしまうことがあります。(フラッシユIbク)



課名

チーム名

通年事業

29年 1 4月

平成29年 度 久留米市保健所事業報告 衛生対策課

衛生対策課

食品衛生チーム ; 生活衛生チーム

O食品営業新規・更新許可関係業務 iO犬の登録、狂犬病注射関係業務
0食品収去検査(毎週) iO犬の捕獲、犬猫の号|取・保護関係業務
O消費者・営業者への衛生教育(随時)iO犬猫の譲渡
0食品営業関係施設等監視業務 O動物取扱業関係受付・監視・更新業務

0特定動物関係受付・監視業務
O動物飼養施設監視
0犬の適正飼育啓発事業
0生活衛生営業等関係受付業務
0水道、温泉等関係受付・監視業務
0理容所・美容所・クリーニング所監視
iO浴槽水・プール水検査
ZO犬の狂犬病集団予防注射

0食品営業許可更新受付 iO九州各県・政令指定都市・中核市生活衛生主管課
O九州各県・政令指定都市・中核市生;長会議

試験検査チーム

10保健所業務に係る試験検査
io食品関係検査;…(制)・食中毒検査
0感染症関係検査
・特定感染症検査
:・感染症患者接触者等検査
iO浴樽水・プーノレ水検査

5月 |活衛生主管課長会議 j 
0福岡県食品表示連絡協議会 ; 
O集団給食施設監視指導(学校)

0集団給食施設監視指導(保育所) iO久留米市地区環境衛生連合会理事会 iOHIV検査普及啓発週間(夜間即日
O食品衛生責任者養成講習会 OどうぶつryOU.友」事業推進協議会総会 検査)
0食品衛生監視指導計画前年度実施 10どうぶつYOU友フェスティパノレ(環境フェアド出展)iO外宜s精度管理調査(微生物学・理

6月 |結果の公表 O環境省側多所動物愛護管理研修 」 化学)
0内部精度管理(微生物)
0検査機器更新(超音波洗浄機)

O集団給食施設監視指導(施設等) iO飼い主のいない猫の不妊・去勢手術支援事業 (~3 i O検査機器更新(製氷機)
0夏期食品一斉取締 明)
0食中毒予防講習会(2回) iO九州各県・指定都市等乳肉衛生担当係長会議
0製薬衛生師試験受付 iO全国動物管理関係事業所協議会九州ブロック会議

7月 16九州・山口政令市生活衛生主管課長 Oクリーニング師受験願書受付
会議(食品・生活) iO福岡県美容組合講習会
0夜間一斉監視 :・福岡県災害時ペット救護本部会議(朝倉市及び東

峰村豪雨災害、 7月・8月・3月実施)

0食品営業許可更新受付 O福岡県狂犬病対策協議会
0食品衛生月間事業(水の祭典パレー 0美容組合との意見交換会

否両V検査(夜間扇面扇蚕〕

8月 |ド、パネル展示等) iO遊泳用プーノレ監視
0九州地区食品衛生担当係長及び担
当者会議 i 

Oろ庖一斉監視及び夜間営業更新調 iO犬のしつけワンポイントアドバイス iO内部精度管理(微生物)
9月 |査 j・動物愛護週間パネル展 ; 

10月

11月

0小学校手洗い授業 j 
0集団給食施設監視(病院~1月) iO動物愛護推進員会議 iO外部精度管理調査(微生物学)
O食品衛生責任者養成講習会 O久留米市地区環境衛生連合会大会

δ盃孟音葉~fRJ更新受付
0ノロウイルス食中毒予防講習会
O食育フェスタ手洗い指導

0水道施設監視 (~12月)
0生活衛生同業組合活動推進会議
-VMAT認定講習会(2月に第2回) i 
iO九州各県・政令指定都市・中核市生活衛生主管係 iO外部精度管理調査(微生物学・理
:長会議 ;化学)
ーO犬のしつけ方教室 ー : 
iO生活衛生同業組合活動推進月間 ) 
iOどうぶつYOU友ブエステイノ〈ノレ(マナピイランド内) i 
i.民泊に関する連絡会議(県・保健所設置市・県警 j 
i等) i 
.広域支援・受援体制整備に係るモデル図上訓練 j 

百平末食品一斉取締
Oフグ早朝監視

12月 |

iO世界エイズデー啓発(夜間即日検

:劃OHACCP普及推進地方連絡協議会
(九州|ブロック)

30年 1 1月 |
0フグ処理師試験受付 O福岡県内動物愛護・管理センター会議

0食品営業許可更新受付 iO狂犬病予防業務担当者会議(厚労省)
0食品衛生責任者養成講習会 iO動物愛護管理行政行政主管課長会議(環境省)
O筑後ブロック食品衛生監視員協議会 iO筑後ブロック動物行政担当者会議

2月 10食品衛生監視指導計画パブリックコメiO犬等の輸出入検疫に関する連絡協議会(動物検疫

3月

備 考

ント i所)
O全国生活衛生・食品安全関係主管課:
長会議

i9久留米市地区環境衛生連吾至理事会;O食ー査施設山検査等の業務管理に
係る内部点検
0福岡県動物愛護管理対策推進会議作業部会

0内部精度管理(理化学)

;0家庭用品検査
O内部精度管理(理化学)

0検査機器更新(薬用泊ーケース))

.は新規・拡充事業



-衛生対策課平成29年度重点事業報告

食品衛生チーム

(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

食品衛生責任者養成講習会

食中毒予防講習会

ノロウイルス予防手洗い講習会

イベント事前説明会

その他

3 

2 

6 

合計 13 

②監視指導

・一斉監視(夏期、年末)

・集団給食施設監視

参加人数 対象者

399 食品関係営業者

470 食品関係営業者

143 食品関係営業者.給食納入業者

180 食品関係営業者

13 食品関係営業者

1，205 

学校23、保育所、認定子ども園40、事業所(福祉施設等)31 、病院23

・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

出前講座 13 

食生活推進員研修会

手洗い講習会

手洗いチェッカー(食育フエスタ内)

その他講習会

合計 17 

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

参加人数 対象者

323 市民

17 食生活改善推進委員

62 小学生

1，941 来場者(二日間)

54 

2，397 



生活衛生チーム

(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 21施設48検体(平成初年度2月末)

②プール水の水質検査

-遊泳用プール 10施設10検体

(2)狂犬病対策の充実と動物愛護事業の推進

①狂犬病対策

26年度 27年度 28年度

登録数 16，878 16，754 15，998 

注射数 9，255 9，102 8，780 

注射率 54.8% 54.3% 54.9% 

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)と共に公園で

犬の扱い方を指導、イベントで飼い方相談会

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

H29.7.1-H30.1.31受付。 150頭実施(12月上旬で終了)

オス

獣医師会の手術費用設定額
(通常料金15.000円以上)

1 0.400円

久留米市の手術費用助成額 5.000円

申請者の自己負担額 5.400円

-猶の捕獲等、費用の自己負担分
-近隣への被害軽減措置の実行他

在民・ボランティア

メス

(通常料金25.000円以上i
15.800円

5.000円

，〆1

く:獣医師会二〉

-費用の一部負担俵価な料金設定)‘ 
・受付業務、手術の実施 他

協働
.~ 久留米市 〉

.制度設計・調整・広報啓発
・費用の一部助成他

鼠験検査チーム

(1 )感染症法に基づく病原体等検査の信頼性確保の取組促進

検査の信頼性を確保するための実施体制を規定し、検査実施標準作業書を策定

7項目(コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌、腸管出血性大腸菌PFGE、

腸チフス・パラチフス、レジオネラ症、レジオネラ属菌PFGE)

検査担当職員に対する内部・外部研修





課名

チーム名

通年事業

平成29年 度 久 留米市保健所事業実績 保健予防課

保健予防課

精神謀薩手五 感染症チーム

感染症事業 j 予防接種事業

O(緊急J措置入院業務 10結核等事例検討会 iO定期予防接種実施
0精神科医による現地診察 10結核患者接触者健康診断 iA類疾病:ヒブ・小児用肺炎球菌・B
O精神保健福祉相談(毎週木曜) 10感染症診査協議会結核専門部会 1CG・四種混合・二種混合・MR・日
O精神保健電話相談・来所相談 1(2回/月) :本脳炎・ヒトパピローマワイルス(子
O保健師・精神保健福祉士による家10結核医療費給付事務 j宮頚がん)・水痘・B型肝炎
庭訪問指導 10応急入院・入院勧告等措置業務 iO予防接種電話相談・来所相談
。医療観察法ケア会議 10結核専門病院との定例カンファレ iO予防接種依頼書受付発行
0ケース検討会 |ンス iO母子健康手帳再発行時の予防接
O精神保健職親(社会適応訓練)事10結核DOTS事業 j種歴転記
業 10結核定期病状調査 :0予防接種事故報告書受付、対応
Oかかりつけ医および産業医のため10結核指定医療機関の申請・指定 iO長期療養者受付、紹介状発行
のうつ病アプローチ研修検討会 |業務 10窓口、訪問等の関係者研修会実
O自死遺族のつどし汗わかち合いの 10感染症発生動向調査事業 ;施
会J(毎月第4火曜) 10感染症発生時の積極的疫学調査 iO健康被害給付事業、支払い等
O市民・団体等に対するゲートキー 10感染症に係る電話・来所相談 10健康被害調査委員会開催
パー養成のための講師派遣 10新型インフノレエンザ対策事業 :0予防接種ミニ研修会
0市民活動団体への支援 10エイズ・性感染症・肝炎の相談・検 iO県外接種の償還払い申請受付
O適正飲酒指導 |査(毎週水曜) iO子宮頚がん(HPV)ワクチン接種
・こころの相談カフェ(中央図書館 10性感染症予防のための啓発活動 i後相談
増設) 10肝炎ウイノレス陽性者等フォロー -・二種混合個人通知(11歳誕生月)

アップ事業 毎月
O風しん抗体検査(第3火曜) :OMRl期未接種者通知(毎月)

Oセーフコミュニティ自殺予防対策 10肝炎ウイルス検査医師会等委託実 O定期予防接種委託実施
委員会 |施 :OMR2期個別通知

29年 1 4月 10自殺対策職員研修(新規採用職 1 :0高齢者の肺炎球菌個別通知

5月

6月

7月

員) 1 iO二種混合(12歳)個別通知

0自殺対策庁内調整会議
Oセーフコミュニティ自殺予防対策
委員
O 職域メンタルヘノレス連絡会議

0病原体等包装・運搬講習会(感染
研)

OHIV検査普及週間(夜間検査)
O結核コホート検討会
Oエボラ出血熱(一類感染症)対応訓
練
0防護服着脱訓練

O学校結核対策委員会
0思春期保健意見交換会
O検体搬送に係る研修会

0自殺対策庁内連絡会議 10HIV夜間検査
0自殺対策連絡協議会 10学校保健委員会(三井中央高校)
Oハローワークにおける司法書士会 10結核予防技術者地区別講習会
との合同相談会 10九州各県政令指定都市等結核行

:δ同雨期J期保育園7訪荘園京三三
jター配布
10予防接種連絡会議

8月 1 1政担当者会議

9月

10月

0蚊媒介感染症対策訓練
OHIV・エイズ検査相談研修会
O感染症診査協議会

0自殺予防週間街頭啓発 10結核予防週間普及啓発事業 O就学前健診チラシ事前配布
0私立大学図書館等啓発パネノレ展 1(医療機関・高齢者施設・労働関係施設 ・就学前健診チラシ当日配布(MR2
示 |等 )期)
0ハローワークにおける司法書士会 10エイズ、性感染症対策推進協議会 O予防接種関係者研修会
との合同相談会 10マスクフィットテスト等訓練 :0インフルエンサ手予防接種開始

0鳥インフルエンザ健康調査、防護 j

0かかりつけ医うつ病アプローチ研
修(第l回)
Oセーフコミュニティ自殺予防対策
委員会
0自殺対策計画推進調整会議
・自殺対策計画推進委員会

服着脱訓練 i 

0ホームレス健診
O感染症予防対策研修会
O結核コホート検討会
0共通感染症対策協議会



平成29年度久留米市保健所事業実績 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

0実地指導 -聖マリア病院との新型インフノレエンiOMR2期未接種者勧奨(個人通知)
0かかりつけ医うつ病アプローチ研 ザ等発生対応合同実地訓練 O二種混合未接種者勧奨(個人通
修(第2回) 0結核対策研修会 知)

11月 0職域メンタルへノレス講演会 0九州山口九県感染症関係機関連
絡会議
0新型インフルエンザ等対策伝達訓
練

0精神科病院実地指導 0世界エイズプ-ー啓発事業(夜間検 ・高齢者のインフノレエンザ予防接
査) 種期間延長(延長期間:H29.12.29"-' 

12月 H30.1.31) 

0精神科病院実地指導 0陰圧ァント設置訓練 0来年度予防接種計画
0うつ病対策講演会
Oハローワークにおける司法害士会 0二種混合未接種者勧奨(個人通

29年 1月 との合同相談会 知)
0セーフコミュニティ自殺予防対策
委員会 . 
0自殺対策職員研修 0一類感染症対応訓練(東医療セン

ター)
2月 O結核コホート検討会

0自殺対策強化月間街頭啓発 0結核専門部会コホート報告会 0予防接種週間(3/1'"'-'3/7) 
0関係機関連携調整会議 0感染症診査協議会 O予防接種連絡会
0市立図書館啓発・図書展示 0エイズ治療拠点病院等連絡協議
Oハローワークにおける司法書士会 3正2』E 

3月 との合同相談会 0共通感染症対策協議会

備 考
...>ー 守 ず



平成29年度重点事業報告

(1)普及啓発の実施

自殺対策事業

保健所運営協議会(資料)

保健予防課(精神保健チーム)

(2)関係機関の連携強化

・自殺対策

-自殺の現状等について

-久留米市における取り組み状況について

.久留米市自殺対策計画について

2構成団体等における取り組み状況報告

NPO法人久留米越冬活動の会、福岡県司法書士会(筑後支部)、久留米大

3意見交換

.職域メンタルヘルス連絡会議

日時 平成29年 7月26日(水) 14時~15時30分

場 所 市庁舎3階 308会議室

内 容
講話「職場におけるアルコール対策」

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

参加者 11団体12名



(3)人材育成及び地域における支援体制の強化等

.ゲートキーパー養成

l啓発者数 1 1，877名(平成30年1月末現在)

啓発箇所 |理容組合、まちづくり掻興会、民生委員、薬剤師会等

・かかりつけ医うつ病アプローチ研修

日時
【第1回】平成29年10月10日(火) 19時 15分~20時45分

【第2回】平成29年11月21日(火) 19時 15分~20時45分

場 所 久留米医師会館

【第1回】 Oアルコール健康障害の情報提供書と連携の流れについて

0職場の多量飲酒者対策:ブリーフインターペンション

内容 【第2回】 O子どものうつ状態~鑑別として考えること~

0ロールプレイ

働く女性のメンタルヘルス~周産期のうつ・アルコールの問題~

参加者
延260名
内訳/(第1回)123名、(第2回)137名

.職員研修

日

一日
一日
一川
一
加

平成30年 2月 7日(水)

【午前の部】 9時30分~11時30分【午後の部】 14時~16時

市職員会館メルクス

「自殺対策について~自死遺族支援活動を通して~J

NPO法人自死遺族支援ネットワークRe代表 山口 和 浩氏

169名
内訳/(午前の部) 95名、(午後の部) 74名

うつ病アプローチ研修

(4)自死遺族支援

・わかち合いの会(自死遺族の集い)

日時 |毎月第 4火曜日 13時30分~15時30分
場 所 |久留米市保健所会議室

参加者 113名(平成30年 1月末までの延参加者数)



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)
H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

H30.1月末現在

|感染性胃腸炎 4 7 

レジオネフ症 5 4 3 5 2 
インフルエンザ 4 11 6 9 4 
A型肝炎 。 。 。 2 
細菌性赤痢、コレフ 。 2 
重症熱性血小板減少症候 。 。 2 。 。
デング熱 。 。 。
その他 。 2 2 7 2 

~ -.-

H25年 H26年 H27年 H2型空 H29年(暫定値)
年末時登録者数 181 140 100 118 1101 
祈規登録者数 41 42 48 50 44 
情核羅患率(%) 13.6 13.9 15.8 16.4 14.4 
参考】国権患率(%) 16.7 16.1 15.4 13.9 一
参考】県羅患率(%)

. 
16.7 16.0 15.2 14.1 一

-結核対策研修会
H25年度 H26年度 H27年度 H2里年度 H29年度

参加人数 132 117 135 111 478 
対象者 医師等 医師等 看護・介護職 医師等 医等師(医・コメディカル

員等 療安全対策

研修会にて)• 工イズ・性感染症検査、相談等実績
H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

H30.1月末現在

エイズ検査件数 293 301 276 328 301 
再掲)夜間検査件数 80 68 88 81 78 
梅毒検査件数 214 221 188 245 223 
クフミジア検査件数 212 219 189 244 223 
エイズ検査相談件数 537 566 579 694 681 
性感染症相談件数 449 445 394 520 467 



-感染症訓練等医療体制整備

病原体検体搬送(ゅうパック)
研修会

l訓練風景|
①E平成29年6月22日 エボラ出血熱(一類感染症)対

応訓練、防護服着脱訓練

凶 平 成29年 附7日 |蚊媒介感染症対策訓練

平成29年9月29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

④ 練、 N95マスクフィットテスト訓
練

鳥インフルエンザ健康調査訓練
(保健所肉)及び防護服着脱訓練

l陰圧テント設置訓練

新型インフルエン
報伝達訓練

同 平 成3附 月19日
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新型インフルエンザ等発生対応合同
実地訓練(聖マリア病院との合同訓練)

246 

H27年度 H28年度 H29年度
H30. 1月末現在

2，581 2，769 
899 861 

H26年度 | H27年度 H28年度 H29年度
H30.1月末現在

2.005 1，839 1.467 
13 5 10 

27 24 
4 9 。

H25年度

H27年度 H28年麗
愛盤整
予防接種関係者研修会

予防接種ミニ研修会(総計)



心の健康相談のご案内

~ 誰にも相談できずに悩んでいませんか? r"-' 

保健所では、毎日の生活の中で起きてくる様々なJ~\の悩みや不安などで

お悩みの方、まだはその家族の方の相談を精神科医がお受けしています。

.精神的に不安になっだり、 J~\の悩みがある

〈夜眠れない、ひきこもり、生きていることが辛くて死を考える、

治療を中断レている、昼夜逆転の生活、妄想めいたことを言うなど〉

・お酒、薬物、ギャンブル等で問題を抱えている

・認知症の問題〈ちの忘れ、~;何回、被害妄想など〉で困っている

・思春期の問題〈不登校、リスト力ット、摂食障害など〉で悩んでいる

・職場などでの人間関係やストレス等による悩みや不安がある

・大切な人を自死〈自殺〉で亡くし、つらい思いや悲しみを抱えている

《相談日》

揚 所 開設日 時間

久留米市保健所
毎週木曜日

13:30'"'-'15:00 
〈久留米商工会館 4階〉 け人30分程度〉

0 精神科医が相談をお受けレます。

O 個人の秘密は守られます。

0 相談は無料です。

O 予約制です。

0 月曜日から金曜日まで、随時、職員が電話や窓口相談をお受けしています。

〈年末年始・祝日を綜く 8: 30'"'-'17: 15) 

〔問合せ先〕久留米市保健所保健予防課精神保健チーム

住 所:福岡県久留米市城南町15番5 久留米商工会館4階

TEし:0942-30-9728

FAX:0942-30-9833 

メール:ho-yobou@citY.kurume.fukuoka，jp 





話す三安らぐ。希望に変わる。

久留米市
、，、，てF、，、rt1IfII//T'ノ

こころの木目談カフェは、

市民の皆さんの身近な

久留米市が開設しまし

お問い合わせ/久留米市こころの相談カフェ予約専用窓口

電話0120・905・399FAX 0942・55・4664 URL http://npo・sapuri.com
この事業はNPO法人おせっかい工房咲風里が久留米市からの委託により実施しています。

ロメ切望



こころの相談カフェは、

誰でも気軽に立ち寄れる癒しの空間。

リラックスした雰囲気の中で、

あなたの気持ちを話してみませんか

αぷ似品飢&こお仇例。

久留米市 v 

こころの相談力フ工
~'I\\I ~で栂郡できる謹白

その1 専門家が対応

臨床J~\理土などの資格を持ったカウンセラーがお話をきくので安J~\。

ご相談は、本人だけでなく、家族や支援者からのご相談にも応じます。

写
真
は
イ
メ
ー
ジ
で
す

緊張をほぐすアロマの香りその2 オープンスペース
気軽に来てもらえるように、岩田屋久留米居内でご相談に応じます。

アロマの香りやハーブティ等で癒しを感じ、リラックスしながら

気持ちを話していただけます。

その3 秘密厳守

プライバシーには十分配慮し、相談者の秘密は固く守ります。

を

「愚痴を聞いてもらいたいJ1"家庭や職揚での人間関係がうまくいかない」

といった不安から、引きこもりや依存症、自殺未遂などの悩みまで幅広く

対応します。予約は電話またはFAXで受け伺けています。

にご、ま替はお気

※平成30年 1月2日は除きます

平成29年 平成30年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
48  2日 6日 4日 1日 5日 38  7日 5日 98  6日 6日
11日 9日 13日 11日 8日 12日 10日 14日 12日 16日 13日 13日
18日 168  20日 18日 15日 19日 178 21日 19日 23白 20日 20日
25日 23日 27日 25日 22日 26日 24日 28日 26日 30日 27日 27日

30日 29日 31日

毎週火曜 13時'"'-'1 6時所日時

FAXの方は、以下の予約申込書をご記入の上、FAX0942-55-4664までお送りください。

後程、事務局よりご予約いただけるお日にちを電話でご連絡いたレます。

白

平成 29年度 L..L..ろの相談カフェ 予約申込書
フリガナ

電話
氏 名

ご自宅
T 

第 1希望 第 2希望 第 3希望

予約希望 月 日 月 日 月 日
日時

①13時~②14時30分 ~ ①13時~ ②14時30分~ ①13時~ ②14時30分~
相談rz:

ご本人 / ご家族 (関係性: ) / 支援者 / その他〈来る方

簡単な相談内容

月年【申し込み日〕平成



お問い合わせ/久留米市こころの相談カフェ予約専用窓口

電話0120-905・399FAX0942・55・4664 URL http://npo・sapuri.com
この事業はNPO法人おせっかい工房咲風皇が久留米市からの受託により実施しています。

浪部得議選



久留米市立図書館こころの相談力フヱ
抱いているあなたの気持ちゃ考えを整理していきませんか?

「このまま今の仕事を続けていていいのか悩んでいます」

「職場の人間関係にもう疲れてしまって・--J

「休職中ですが職場復帰後のことが不安で・--J

心フ

写
奥
は
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ー
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で
す

正.
田明
同歯切 J幽Ml'iIOふ-‘. u五i川s咽aι卸}“-配!鈍91'1.."心iい."，.
lυQ'同喝必鮒r.m州"船II到問川川川i問山E則._一. 

齢陣悩μ凪t悩叫晶~子有I亘=テμI川}川訓品N州M川川岡AI吊
叩世一:二二二;二二:ご:ヰI!IどI主義弘』

安i邸じて相敵できる理由

その1 専門家が対応

臨床Is¥理士などの資格を持った力ウンセラーがお話をきくので安Is¥。

ご相談は、本人だけでなく、家族や支援者からのご相談にも応じます。

その2 秘密厳守

プライバシーには十分配慮し、相談者の秘密は固く守ります。 知聞と情報に包まれた静穏な空間

まずはお気駿にご連絡を

「愚痴を聞いてもらいたいJi家庭や職場での人間関係がうまくいかない」

といった不安から、不眠、アルコール・ギャンブル依容症などの悩みまで

幅広く対応します。予約は電話またはFAXで受け惜けています。

ほっとできるコーヒーの香り

火曜日の夜間 " ， 
.~ 

日曜日の昼間

7月 18日 9月 19日 11月21日 1月 16日 3月 20日 6月 18日 8月20日 10月 15日 12月17日 2月 18日

①17時 ~ ①17時~ ①17時 ~ ①17時 ~ ①17時~ ①13時~ ①13時~ ①13時 ~ ①13時~ ①13時~
②18時半~ ②18時半~ ②18時半~ ②18時半~ ②18時半~ ②14時~ ②14隠~ ②14跨 ~ ②14時~ ②14時~

③15時~ ③15時~

奇叡月の第三火曜日及び偶数月の第三日曜日に開催l所目

FAXの方は、以下の予約申込書をご記入の上、FAX0942-55-4664までお送りください。

後程、 事務局よりご予約いただけるお日にちを電話でご連絡いたします。

日
久留米市立図書館L Lろの相談カフェ 予約申込書

圃..-

フリガナ ー

圃ー

氏 名
電話

4 
白‘

ご自宅
T ~ . ~ 

4 

第1希望 第2希望 第 3希望

予約希望
月 日 月 日 月 日

日B寺
(①  . ② . ③ 〉 〈 ① . ② . ③ 〉 ( ① . ② . ③ 〉

相談に
ご本人 / ご家族 (関係性: ) I 支援者 / その他〈来る方

簡単な相談内容

月年【申し込み日〕平成



2果名

チーム名等

通年事業

平成29年度久留米市保健所事業実績
健康推進課

健康推進課

健康増進チーム 難病・在宅医療チーム

0お腹まわりスッキリ相談 10特定医療費(指定難病)申請受付

0まちかど栄養・糖尿病予防健康相談 ゆ在宅人工呼吸器使用患者支援事業申請受付

O総合健康相談 。難病電話相談・来所相談

0特定健康診査・特定保健指導 。難病患者訪問

0各種がん検診(宵がんリスク検査を含む) K)難病従事者研修会

O生活習慣病予防健康診査 わ関係者ケア会議出席

0結核検診(65歳以上) わ筑後ブbロック難病担当者会議(年2回)

科保健事業(歯F

O健診普及啓発事業 b事例検討会

0重症化予防支援事業 K)肝炎治療特別促進事業申請受付

0血圧改善支援事業 わ先天性血液凝固因子障害等治療研究事業申請受付

Oウォーキング事業 10石綿健康被害救済給付事業申請受付

0ラジオ体操推進事業 P在宅医療推進事業(電話・来所相談、出前公開講座)

Oすこやか推進会育成(助成) ゆ在宅医療・介護連携推進事業(協議会)

0原爆被爆者援護事業 同・在宅医療・介護連携推進事業(退院調整/レール策定、在

O熱中症対策(6月"'9月) 陀医療・介護連携推進に係る探題分析)

or第2期健康くるめ21J計画 P小児慢性特定疾病医療給付(随時)

O健康のびのびプロジェクト事業 P小児慢性特定疾病審査会(毎月)

(再掲)各種健診受診率向上対策、特定健診保健指導、ラジオ体P小児慢性特定疾病児童等自立支援事業

操推進事業、校区等ウォーキング事業支援、健康づくり応援庖の!・小児慢性特定疾病児童等レスパイト支援事業
促進、健康づくりサポータ一般置など

0禁煙週間啓発事業

O栄養相談

0特定給食施設巡回指導(6"'2月)

O食品の栄養成分表示の指導

0調理師免許申請等受付

0健康づくり応援庄の促進

0高校生・大学生の食育推進

0食生活改善推進員協議会育成(助成)

0たばこ対策事業

O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)

0食生活改善推進員協議会フォロー教室(6"'3月)

O久留米赤十字会館プール整備・運営助成事業

O久留米生きがい健康づくり財団助成

・国民健康・栄養調査

-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

29年 4月
0市民ラジオ体操の集し、(4/9) i・在宅医療介護連携推進事業(退院調整日レ

(メイン会場.補助競技場，サプ会場:シティプラザ六角堂広場) 定、在宅医療・介護連携推進に係る課題分析)

0まちかど栄養・糖尿病予防健康相談 (5~3月) わ難病相談従事者等研修会

5月
0世界禁煙デー啓発街頭キャンペーン

0禁煙週間啓発事業(5/31~6/6) 

0すこやか推進員養成教室 (5~7月)

0特定健康診査(6~3月) (40~74歳(75歳誕生日前日まで))

0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)

0各種がん検診、 結核検診 (6~11月)

0特定保健指導(6~3月)

6月 0歯の健康フェスタ

0特定給食施設等研修会

0食生活改善推進員協議会リーダー育成フォロー研修(6・

9・11・1・3月)

0地域健康づくりリーダー育成(6~2月)

or第2期健康くるめ21J計画会議(6/21・6/26・7/7)

7月
-ラジオ体操講習会(プレイベント)(7/15) 

0血圧改善支援事業 (7~3月)

0特定医療費(指定難病)継続手続き集中受付

0食生活改善推進員養成教室 (8~ 11月) 0在宅医療・介護連携推進協議会(第 i回)

8月 -ラジオ体操講習会(プレイベント)(8/5) 

-夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会開催(8/15)

9月
Oコーノレセンターによる特定健診来受診者勧奨 (9~11月)

0がん検診啓発街頭キャンベーン(9/24)

0市民ラジオ体操の集い&早朝1万歩ウオーク会場(10/1) 0難病患者等ヘルパー研修会(第l回)

10月 (メイン会場:補助競技場，サブ会場:シティプラザ六角堂広場) 0在宅医療に関する市民公開講座

0食育啓発事業(久留米大学学園祭)(10/28) 0小児慢性特定疾病継続手続き集中受付(10~1l月)

0健康くるめ21フェスタ(11/12)(がん啓発・女性がん検診) 0在宅医療・介護連携推進協議会(第2回)

11月
Oくるめ食育フェスタ(11/12)

0重症化予支援事業(11~3月)

0難病患者・家族会

0国民健康・栄養調査

12月
0お腹まわりスッキリ相談 (12~3月) I~難病患綿一同第2回)

0難病訪問診療

30年 l月
0ラジオ体操指導員講習会(1/20) I.'J伽特定疾病児鵡川ト支援事業伽

2月
0特定給食施設等実態調査

0調理師研修会(2/26)

0特定給食施醐一

3月 .r第2期健康くるめ21J計画会議(中間評価)(3/19・3/26・ 難病患者の在宅療養生活に関する検討会

3/28) 在宅医療・介護連携推進協議会(第3回)

備

考

-は新規・拡充事業



軍京事業項目名:生活習慣病予断対飯

O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

年度

特定保健指導

②各種がん検診等

年度

レディースデー

③コンビニ・出前健診の実施

年度

コンビニ健診

出前健診

イ各種健診受診率向上対策の実施

年度

①女性特有がん(乳がん)

②胃がんリスク検査

③生活習慣病予防健診

④特定健診

⑤コールセンター(市国保特定健診)

⑥【新規】がん検診朱受診者への圧着式ハガキ送付

⑦【新規】過去の健診結果を用いた封書送付(市国保特定健診)

ウ健康教育・相談に関する事業の実施

年度

①お腹まわりスッキリ相談

②まちかど栄養・糖原病予防健康相談

③重症化予防支援事業(未治療者対策)

④血圧改善支援事業

⑤早期介入保健指導指導事業

(2)その他の事業

アラジオ体操推進事業

年度

CD・教本・のぼり旗配布事業

講師派遣事業

指導員養成講習会

【新規】ラジオ体操講習会(プレイベント)

【新規】夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会(8月15日開催)

27 

利用率 17.7先

平成30年 3月7日
保健所健康推進課

実施日数 I 8日I 8日I 8日

受診者数 I 869人I 1，175人I 1，175人

1;:;.:........ .. .... .. ..t .. ................ ...2i~.j.... .... ............ ..7.~.~.1 ...... .... .. .... ...lá:.~ 

1;:;.:.... ...... .... ....t .. ...... .... .. .......56 目~. j.. ...... .. ............3.}~.I ............ .. .... .... 3-}~ 

27 28 29 

未受診者勧奨 6，553件| 6，553件|⑥に統合

未受診者勧奨 4，259件| 3，992件|⑤に統合

受診勧奨 20，267{牛 19，973件| 24，269{牛

来受診者勧奨計 53，003{牛 64，015件| 52，283{牛

未受診者勧奨 3，604件 制 7榊| 4，791件

未受診者勧奨 35，776件

未受診者勧奨 8，548件

27 T 28 29(速報値)

対象者数 99人 | 109人 108人

参加者数 1，542副 1，446人 1，148人

対象者数 125人| 185人 92人

対象者数 886人I 640人 331人

対象者数 217人| 222人| 129人

27 I 28 I 29 (速報値)

配布団体数 I 104団体 I 35団体 33団体

CD配布枚数 I 117枚 I 32枚 30枚

教本配布冊数 I 1，752冊 I 479冊 I 334冊

のぼり旗数 | ・ 24::1ド I 22本

派遣団体数 I 10団体 I 4団体 I 4団体

延べ参加者数 I 248人 I 80人 I 103人

申込者数 I 208人 I 154人 185人

参加者数 I 184人 140人 I 161人

実施日数 | 一 | ー I 2日

実施地区 I I三浦・田主丸

参加者数 I - I - I 185人

参加者数 I - I - 1，800人



(-

重京事業項百名三在宅覆益支援対策面克美

(1 )重症神経難病患者等への支援

研修会

支援会議

訪問診療

(2)在宅医療・介護連携推進事業

ア医療介護従事者研修

在宅医療従事者研修会

イ 市民啓発

市民公開講座

ウ 同行訪問

退院時連携促進事業・同行訪問事業

年度

年度

年度

年度

実施回数
-ー...・・ー・・・・a・・・・・・・・a・・a・・・・・・ー.....ー・ー・
参加者数

開催回数

実施回数

27 

平成30年 3月7日
保健所健康推進課

28 29 

}泌3X回 1...................1.4.~.λ回 I…・泌3回λ 

5回| 5回| 3回

2回| 3回| 2回

27 28 29 

実施回数 I 5回I 1回 2回

参加者数 I 562人I 58人 254人

27 28 29 

実施回数 I 1回I 1回 1回

参加者数 I 141人 148人 125人

実施回数 I 3回 2回I 2回

参加者数 I 55人I 17人I 37人

l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庖事業

年度 27 28 I 29(速報値)

くるめ健康づくり応援庖登録庖舗数 135庖舗 169庖舗 180庖舗

イたばこ対策

年度 27 28 29 

一酸化炭素濃度測定 |禁煙週間 21人| 19人| 17人

喫煙防止教育 |実施絞・実施施設 7校| 5校| 4校

(2)食育の推進

ア高校、大学生等への食育

年度 27 28 29 

食育教室(高+短・大+専門) 5校| 7校| 8校

食育啓発イベント 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

年度 27 28 29 

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



J 健康ぬために弓ジオ体操壱し-r:iIf参せんかl

弓ジオ体操ぬCD・教本、活動啓発c;)lf'J
を活動団体惨とに無償で配布し彦君，.I 

ラジオ体操は、雄で也、いつでも、どこでも、手経に取り組める健康づくりです。そのため、

久留米市では、多くの市民の皆憾にラジオ体燥に取り組んでいただくため、 ラジオ体撮の rc
0・教本』や「活動のための曹発のぼり」を無償にでE布します。

【対 象】 ・豆A魁よの会員がいる団体及びグループで、ラジオ体操を遅，:11Bl 
魁よ塞箪している団体など(今後実施を予定している団体も含む〉

・市肉君事撲を堂A芭いる、事蹟'Jffiや高働者福祉施.

-市民向健康づく"¥'J祉会福祉を目的に活動替る団体惨と

I賛同}鍵備
え三 J 

I配 布 鞠l ・弓ジオ体操c;)CDと般本 三ミ室長
・弓ジオ体操活動侃めぬ啓発ぬ郁l 只ぐミ

(CDとぬ厚'1跡、原則'団体等に 1枚(本)芭.>

[申込方法1 市ホ-bパー夕、手定跡保健所健康雄道線窓口にτ、

申込書を入手され、必事事項を記入c;)ろえ、申込おく~~い。

{申込先1 保健筒健康推進操へ持拳叉防罰法

【お申し込み・お問合せ】

久留米市保健所健康推進螺

干830-0022
久留米市揚繭町 15-5久留米商工会館4階

TEL : 0942-30-9331 / FAX: 0942目 30-9833

ぐるつIa:





[けんしんの問い合せ、集団健訟の予約申込み、特定健惨霊2参券・クーポン券の再発行申込先]

くるめけんしんダイヤル 電話0120・900・072
〈受付時間:月~金9時--17時〉ただし、祝日は除きます。

※予約できる集団健Bはセット健~(纏撒のがん倹~)実施会燭です.詳しくは、けんしんガイドブック
(6ハ唇広報くるめといっしょに告世情へ配布)をご覧ください.

※回績が混み合い、お電話がつながらない渇合は、しばらくたってからおかけ直しください.

昨年度からの主な変更点
。受惨の際i志、f私の健康手帳補冊j、ま何事身分賢明書(健康保険証理転免FFなど)烹
ご持書ください。

※{私の霞廃寺犠捕眼J~l寄食{婚賓空襲考LQ孝1きん旦
。易1TF暗号!&!?な切受万食事仰寒mL穿あ※視触診は実施しません.
0胃がんリスク検査は、41鵡に加えて、46蔵、51鵡も対象となりました。



久留米市健康診査・各種がん検診一覧
[ 実施期間:平成~年6月 1 日~平成~年.月Ht)日 米包けんしんの抑 制 1人1悶です l 

各種がん・骨粗しよう症・ 8020飽つびー・結後検診!式、久留米市民で対象年齢であれば、加入している医療保険に関係なく受診ヲる

ことができます。

けんしUI用(個人負担~1lI)

l対象繍{職印刷用1日現在の欄 | 滋自己負担額程減のため、市が賞用の-IJを貧但していまJt.

けんしん初種類
議出し符開削1抑制3月318腕哨|

課税t量得
クーポン券対象

生活保，.祉u帯※(2 備料}

-35餓-3911 医療鑓関 :50α弓
笠活習慣病予fIj健康~査 1・40歳以上でをき医康保険の彼保険奮・銀銭費者 無事司

に続当レない方佳活保寝受鎗奮理事)
集団健診 :50α弓

久留米市@民健康保険 '408-'ワ'4.(ワ5自慢の箆g:日前日まで)
医療棚:50伺

特定健康診貨 策窃健~:50α司

さき医搬保険者tl実施する -409-7411 (ワ5歳の縫隼巴前日まで}
加入の医療保険ぎによって爽なりま-y-ので、健康保険証

特定健康診蓋 に記事Eされている保険蓄にお問い合わせください.

-75.'窓生日当日)-

l!(U後.鏡期獅湾‘筋俗奮書g健E康‘診溜蜜舎が.実'E-65sa~74織で-A:'の鱒11の状態にあD、 l医OJ(II関 :50α弓

広緩適合の偲定を受けた方

.40餓~ 無斜

'40餓~
医僚機関 :70α弓 無料

l集団健診 :50α::q

'401&- 無料

'41.・46錫・51餓 無料
(隻鯵券が費量い湯8(:、受診不可)

医痕機関:日明

.20.- 医療機関 :90α司 費電糾 121餓女儀
{女性のみ} 集団健惨 :400向

医ImUI韓関 :40.謝t 1.000円

-40・~ 50樹也嶋 70α司|
無料 141歳友絵

(偶数年鈴女住のみ) 集団鍵~:40錫te 700円
50創悌l降 400円

-50鰻~
(男性のみ)

.25・30・35・40・45・50・55・

60・65-ワO.
(災住のみ)

'40・50・60・70続

医.働関 :40α司

医摩市償問 :80α司(OEXAIlI椎綾劃
50α司(その他の倹llI)

集団健診 :30α弓のEXA筏備後査)

医療機関 :50α弓

無科

無料

無料

無利-65自民~

無華毒-209-(過去に8護・C型肝炎つイルス筏査やIs康機関:無斜

治療を受けたことがない方) 1久留米市保健所:無料

※( 1 )非線税也務の方が無料で後E害者E受診するには、 交付窓口(叫で発行す~熊料健康~登確隠寄が必要になります.

(*)保健所鍵康維進線、南部保健センター、各総合受所内望書窓口

※(2) g:活保護也矯の方が無料で検量舎を受E書するには、笠活受t翼線で発行する笠活保護受省証明患が必要になります.

※(3) 8020歯っぴー倹診は5月1臼から、肝炎ウイルス倹重量は4月1白から実施しています.

~掬附置園田岡Eヨræ.理l3'Ii奮闘E

'
:
/
i『

1
ノ

.笠活習慣溺予防健康診理及び各種倹~
①身分鉦明書
②11んしん費用{他人負鐙額}

③無料健康診益撞a・ m標設位宇野のみ)

@笠活保箪E産省短期.(笠活保.也事官のみ)

⑤クーポン券{クーポン対象者のみ〉

.市閣僚特定健康診盗

①受診券

②健康保険証

③けんレル質問 (5∞丹}

※詳レくは、市ホームページまたは広報くるめ6パ害折込[けんしんガイドフックJをご覧ください。

S貧困鍵診:無料

娼姻歴のないひとり貌世帯持は、 $11により寡婦侠)授憾のfみなし適用jがで

き、 l:thJしん賞用が無料となる燭台があります.詳しくは、保健所健康推進探ま

でお問合せください.

[.liI(夫)担除のみなし適用の対象轡】

-18織来満のそ予と主主計を問。くするfi)穀

.18銀朱満のさ予を扶聾潟IIIとする前年の合計所得禽額が500万円以下の層線

- 18ti1来湾のそ子と笠計を同じく"9る1ID~の合計所得金額が500万円以下の

父聖書



会掲① (各固定員 70名(先着順>1

穴角堂広場〈久留米シティプラザ)

7/27的
| 予約期間 l 

町19日"'7ハ11

I:JtlI@J 
| 予約期間 l 
卜7ハハ4日l

r__、血管年齢測定、ストレスチェックl 健康 l1;震|骨密度測定、血流測定、薬剤師に
UニニJよる Iお薬相談会jなど実施!

口検診項目

胃がん検惨、乳がん検診、ミ子宮顕がん検露

口その他
託児育(希望者は予約時にその旨お伝えください.)

久留米シティプラザ地下駐車場利用時のみ、
1時間分の駐車利用券を配布します。

三本松 ダ
圃 公 園 チr 的紛糾
軍3 ノr

• 9 ザ
除くるめりあ 9 1mll 
Ia._ 1¥.ツ門 官 ~ で.. 六角.広11

り ・ _ rV，東町公園
小頭町 匹望盟
公個 t3 

協力:(株)口一ソン、(株)ミズ

会場② |各回定員 70名イ発着順>1

ローソン久留米大学医療センター前庖

7/23⑪l 

l6ハハ3附|

圏 薬剤師によるfお察相談会j実施!

ロ検惨項目

胃がん検髭、特定健齢、笠活習慣病予防健欝

ロその他
託児育(需望者は予約時にその旨お伝えください。)

盟国国・圃・

事

四霊園
軍3

陸上自衛隊
久留米駐屯地

久・米大学合 .
E・センター舗底

久留米 大 学医療 晦 乎久留 米 聴覚
センター街頭局 特別支復学校

協力:(徐)口一ソン、(徐)筑後センター前薬局、(徐)大賞薬局国分E

コンビニけんしんはE古古河 です下記までお電話ください

くるめけんしんダイヤル n0120・900・072
霊何時間:月~盆 9時-17時(祝日は隠く)

※回線が込み合い、お電話がつながらないことがありまま恐れ入りますが、しばらくたってから
おかげ直しください.

発行元:久留米市保健所健康推進謀宮 0942-30-9331 円以 0942-30-9833



芳ジオ体操講習会ci)開催を支援し彦'ltl

弓タオ体操c;)講師織遣のご案肉
< ;JT-=>Ia= 

ラジオ体操は、子どちから高齢者まで、幅広い世代が取り組める健康づくり

であり、正しい動作を皐につけることで、その効果もより高まります。

このため、久留米市では、ラジオ体操の講師を希望に応じて派遣し、講習会

を実施レます。

-派遣苅象 ・会員が10人以上で、ラジオ体操を週に1回以上実施レてい

る団体(今後実施を予定している団体ち含む)

・市内で事業を営んでいる事業所や高齢者福祉施設

・市民の健康づくりや社会福祉を目的に活動する団体 など

※講習会を開催するためには、 10人以上の参加者が必要です。

※会場(屋内〉やラジオ体操の実施に必要なCDやラジカセ〈操作含む〉

は、依頼者の方で手配してください。

-内 容 ラジオ体操(第1・第2)、みんなの体操の実技・指導

※所要時間の目安:第1=60分、第1+第2=90分、

第1+第2+みんなの体操=120分

※みんなの体操とは、年齢 ・ 障害の有無を聞わす、すべての人が安I~\ し

てできる体操として考案されたものです。

・費 用 無料

・申込方法 市のホームページ、または保健所健康推進課窓口にて、講師派

遣依頼書を入手し、必要事項を記入のうえ、申込みください。

・ 申 込 先 保健所健康推進課(持参または郵送〉

・その他 講師派遣は、原則、 1団体につき同一年度内1固までとさせて

いただきます。

【お申し込み・お問い合わせ先〕

久留米市保健所健康推進課

干830-0022
城南町15-5 久留米商工会館4階

TEL: 0942-30-9331 
FAX: 0942-30-9833 



口圃 i8/15夏期巡回ラジオ体操会」のプレイベントを開催レます!・口

「ラジオ体操講習会in三潜J
開催のご案内!!

¥守

ラジオ体操は手軽に取り組める健康づくりであり、久留米市ではその普及に取り組んで

おります。この度、ラジオ体操の更なる推進、盟びに8月15日(火〉に開催が決定した

「夏期巡回ラジオ体操 ・みんなの体操会」のプレイベントとして、下記のとおり講習会を

開催します。

なお、本講習会には、 NHKテレビ・ラジオで活躍される指導者が講師として参加し

ます。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

，
 

，
 
，
 

"・ーーーーーーーーーーーーー司ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー---ーー・・・・・・ー・ーー・ー・・・・ーーー司--ー・・・開閉・・・・・・・・・・・・・・・・・ーーーーー・ーー・・句、

く〉開催日時 平成29年7月15日(土) 1 0 : 00"-' 1 2 : 0 0 
※受付けは9.:30からです。

く〉会 場 三瀦農業者トレー二ングセンター〈三潟町玉満2935ー2)

‘，
a
 

、、

t 
a 
B 
i 
t 
』

a 

' ' 、、

。対象者 原則、久留米市民

く〉講 師 鈴木大輔氏 (NHKテレビ・ラジオ体操指導者〉
原川 愛氏(同フフシスタント〉

。定 員 150人(先着順〉 ※参加費は無料です。

。内 容 ラジオ体操〈第1・第2)、みんなの体操の実妓・指導

。申込方法 裏面の申込書に必要事項をご記入のうえ、保健所健康推進課ヘ

FAXまたは郵送・持参によりお申込みください。

く〉申込締切 平成29年7月12日(水〉 ※定員になり次第、締め切ります。

く〉問合せ先 保健所健康推進課 TEL0942-30-9331 FAX0942-30-9833 
、ーーー・ーー・・・・・・・ーー・・・・・・・・・・・句・・ーーーー・ー・ーー・・ーーーー，ー-ーーーーー・・ーー------------ーーー・ーーー・‘ーーー・・・・・・・・・・・ーーーーーーー・'

， ， 

『夏期巡回ヲタオ体操oみんなの体協会J がやってき容す~~
NNHKラジオで全国!こ生中継(6:30N6:40)N 

剣‘夏の朝の NHKラジオ生放送でお馴染みの「夏期巡回ラジオ体操みんなの体操会」

‘.1..... が、 10年ぶりに久留米市で開催されます。多くの皆樺のご参加をお待ちしており

~ s 々~ 討!
圏 n ・日時平成29年8月 15日(火)早朝 6: 00-6 : 40 

ー ' ※放送終了後、ラジオ体操ポイントレッスン(6:40 -7:30 ) 

・会場 久留米大学御井学舎グラウンド



口・ f8/15夏期巡回ラジオ体操会」のプレイベントを開催します!・口

「ラジオ体操講習会in田主丸J
開催のご案内!!

ラジオ体操は手軽に取り組める健康づくりであり、久留米市ではその普及に取り組んで

おります。この度、ラジオ体操の更なる推進、盟びに8月158 (火〉に開催が決定した

「夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会」のプレイベントとして、下記のとおり講習会を

開催します。

なお、本講習会には、 NHKテレビ・ラジオで活躍される指導者が講師として参加レ

ます。多くの皆様のご参加をお待ちレております。
，・・・・・・・・・・・・幽-----幽・・-----------幽・・・・・・・・・・ーーー・ーー・句ーーーーーー・・---------ーーーーーーーーーーーーーーーー・・・・“--ー‘、， 、
' 、

L .一一 一~--ー(一一一一、 ・ー ー ー ・ー ーー ‘ く〉開催国防 平成29年8月5日(土) 1 0 : 00'"'-' 1 2 : 00 
※受付けは9:30からです。

。会 揚

。対象者

く〉講師

田主丸勤労青少年ホーム〈田主丸町常盤1111-1)

原則、久留米市民

岡本 美佳氏 (NHKテレビ・ラジオ体操指導者〉

五日市祐子氏(同アシスタント〉

く〉定 員 200人(先着順) ※参加費は無料です。

く〉内 容 ラジオ体操(第1・第2)、みんなの体操の実技・指導

く〉申込方法 裏面の申込書に必要事項をご記入のうえ、保健所健康雄進課ヘ

FAXまたは郵送・持参によりお申込みください。

く〉申込締切 平成29年7月28日(金〉 ※定員になり次第、締め切ります。

く〉問合せ先 保健所健康推進課 TEL0942-30-9331 FAX0942-30-9833 
、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・幽・・・・ー--------ーーーーー・--ー・・・・・・"“ー・ーー・ーーーーーー・ーーーーーーーーーーー・ー---・ー・・'
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「夏期翻ヲタオ体操oみんなの体操会j がやってき容す~~
'̂NHKラジオで全国!こ生中継(6:，ω̂'6:，初)̂'

夏の朝の NHKラジオ生放送でお馴染みの「夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会」

が、 10年ぶりに久留米市で開催されます。多くの皆穫のご参加をお待ちしており

ます!

-日時平成29年8月15日(火)早朝 6: 00-6 : 40 

※放送終了後、ラジオ体操ポイントレッスン(6:40 -7:30 ) 

・会場 久留米大学御井学舎グラウンド



-ロ NHKテレビで活置されていた指導者を踊簡として招きます口・

ラタオ体鶴指導員間習舎のご納
集旨、員の2 格が 無制 で取得できます!

久留米市では市民の皆様の健康づくりを推進していくため、ラジオ体操の普及に取り組

んでおり、その一環として、「ラジオ体操指導員講習会」を下記のとおり開催します。

なお、 この講習会を受講された方は、 NPO全国ラジオ体操連盟が公認する「ラジオ体操

指導員」の資格を、市の支援により無料で取得できます。

多くの市民の皆様のご参加を、 I~\からお待ちしています。

-開催日時 平成30年1月20日〈土) 9: 3 Orv 1 2 : 0 o " 

4砂会 揚

-苅象者

※受け付けは、 9:00~9:30 ¥ 

金ゴま鉛合体育館(三瀦町玉満2593-1) 
※西鉄三瀦・犬塚駅から徒歩5分。

久留米市民、または市内にお勤めの方

-講 師 桜田敏子氏〈元NHKテレビ・ラジオ体操アシスタント〉

藤本直美氏〈同上〉

.定 員 200人※参加費無料

・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、保健所健康推進課ヘ FAX
(0942-30-9833)、または郵送・持参によりお申込みください。

.申込締切 平成30年1月12日〈金〉

※定員になり次第、申込みを締め切らさせていだだきます0

.申込み先 久留米市保健所健康推進課

・その他 本講習会を受講された方は、 NPO全園ラジオ体操連盟が認定する

ぐるつIa:

「ラジオ体操指導員J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、市が負担いたします。

.加賀、資格貴闘

切に、鍾館前 1

~(;)機会にぜひ、

ご拳加<te~い

【お申し込み・お問い合わせ先】

久留米市保健所健康推進課

干830-0022
城南町15-5 久留米商工会館4階

TEL: 0942 -30 -9 3 3 1 

FAX: 0942-30-9833 



ラジオ体操指導員講習会 受講申込書

久留米市保健所健康推進課 行

(FAX: 0942-30-9833) 

フリガナ
一 一一一一 一. 一一一一一一一一一一一一一ートー

氏 名

T 
住所

久留米市

電話番号
※携帯または自宅の電話番号をご記入ください。

フリガナ
トーー一一一ー一一 一 一

氏 名

住所
T 

久留米市

電話番号
※燐宇野または自宅の電話番号をご記入ください。

フリガナ
一-一…一-一一日一 一一一

氏 名

T 
住所

久留米市

電話番号
※携帯または自宅の窓話番号をご記入ください。

※平成30年1月12日〈金〉までに、お申込みください。

※本申込書で、 3名まで申込みできます。

※当日は、上履きシューズをご持参の上、ご参加ください。
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平戚~@年鹿夏期巡圃

ラジオ体揮。みんなの体器会

(aT 
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久留米市では 10年振りとなるラジオ体操の一大イベント!

ピアノの生演奏にあわせて、一斉にラジオ体操を行います!
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8月15日(火)午前6:00̂'
放送能了後、ラジオ体操ポイントレッスン(6 : 40-7 : 30)を実施します!

久留米大学御井学舎グラウンド(餅町1635)
※雨天時は同大学「みいアリーナ」で開催

・主 催 株式会社かんぽ生命保険、 NHK、NPO法人全国lラジオ体操連盟

・共 催 久留米市、久留米
.......1/.~:;:〆 参加記念品 川し

・後 媛 久留米市体育協会、久留米大学 ..::. ;: 女 * .iL.:::::::> 
川 ¥ο プレゼント 、:よ:

・協 力 日本郵政株式会社 1 ."'1'"..."ヤ:-:;:..:-:. . . .:.;:w...=，，::......~. . .~;/::.~二

・ 連 鎗 先 久留米市保健所健康推進螺 TEL0942-30-9331 FAX0942-30-9833 



『平成29年度夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会』

平成29年8月15日(火曜日)早朝6時から、久留米大学御井学舎の「みいアリーナJrこて、『夏
期巡回ラジオ体操・みんなの体操会』を開催しました。

久留米市では、平成19年度以来、 10年ぶりの開催となり、体操の模様は、 NHKラジオ第1放
送にて、全国に生放送されました。

当日は、早朝からの雨により、急濯、雨天会場である「みいアリーナJでの開催となりました
が、約1，800人の方にご参加いただき、満員のため会場に入れなかった方も含めて、一斉にラ
ジオ体操で体を動かし、全国!こ「ラジオ体操のまち久留米Jを発信し!ました。

~夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会とは~

!夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会は、 1953年(昭和28年)から、毎年7月20日から8月31固までの43 ! 
!日問、全国43会場において開催されている。夏休み期間中にラジオ体操をする風景は日本の夏の風物詩!
!として浸透しており、この体操会の模様はNHKラジオ第1放送で全国に生放送されている。 ! 

圃...._-------------ー..._-，・A



平成29年度久留米市保健所事業報告
地域保健課

限名 地域保健課

チーム名
地域保健チーム

地域保健活動 保健センター管理・運営

[地域訪問活動] [健康増進分野] 0南部保健センターに係る管
0保育園・幼稚園・子育て支援センター 0健康相談 理運営業務
0小・中学校 (校区イベント、定例相談) 0各地域保健センター(城島、
0医療機関(産科・小児・内科) 0健康教育 北野、国主丸、三瀦)の予算執

(校区、保育園、幼稚園、小・中学校等) 行に係る進捗管理
{地域会鵠参加] 0健康くるめ21計画啓発 0城島保健福祉センター(城
0校区コミュニティ協議会 0けんしん啓発 島げんきかん)及び北野保健
0民生委員児童委員協議会(全校区月 l回) (がん検診・特定健診等) センター(コスモすまいる北野)
0小・中学校における事例連携会議 0熱中症予防啓発 における平成27年度指定管理
0地域包括支援センター連絡会鵠(各圏域で 0生活習慣病重症化予防支援事業 者による管理運営(平成27"-'
年l回) 31年度)
0御井子育てネット 0連携会議出席(不定期) O(仮称)中央保健センター整

0赤ちゃんふれあい体験学習(三瀦中) -特定健診等合同検討会 備に係る検討

通年事業 0支え合い推進会議 -老人ホーム入所判定委員会
(金島・合川・西国分・三瀦・青峰・山本・山川・
安武・草里子・津福・荘島・善導寺・宮ノ陣・小森 [感染症分野]
野・金丸) 0新型インフノレエンザ等発生時の住民接種WG

[保健職人材育成]
0健康福祉部研修委員会
0保健職人材育成計画推進ワーキングチーム
会議

29年 4月

0人材育成オリエンァーション

1

0住民接種問叩 )
5月

0民児協役員会・会長会 0がん検診・特定健診啓発 0指定管理者によるモータリン

0人材育成チーム会議 (6"-'11月) グ報告(利用者アンケート等)、
6月 0人材育成プリセプター集合研修 現地確認(改善指示等)①

7月

O民児協役員会・会長会
8月

0指定管理者によるモータリン

9月
グ報告(利用者アンケート等)、
現地確認(改善指示等)②

10月

O人権フェスタ健康相談(善導寺)

11月
0生活習慣病・重症化予防事業 (~3月)

0指定管理者によるモータリン

12月
グ報告(利用者アンケート等)、
現地確認(改善指示等)@

0保健職全体研修(前期)
30年 l月

2月

0保健職全体研修(後期) 0地域保健活動報告会 0指定管理者によるそニタリン

3月 0事例検討研修会 グ報告(利用者アンケート等)、
現地確認(改善指示等)@

備 考

.は新規事業



地域保健課事業実績(平成29年度重点事業)

(1 )地域保健活動一民生委員・主任児童委員との連携-

O民生委員・主任児童委員から保健師へ連絡があった件数

【参考】保健師から民生委員・主任児童委員へアプローチした件数

(2)健康増進事業

0健康教育・健康相談

年度

0がん検診・特定検診啓発活動

年度

鍵康教育、健康相談等による「けんしんj啓発

※数値については、 29年度見込み
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