
基本理念

九州厚生局は、
地域における厚生行政のより身近な政策実施機関として、
国民一人ひとりが、
将来にわたり健やかで安心して生活することができるよう、
様々な社会保障政策を通じて、
国民生活の質の向上に貢献します。

http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/

行動指針

私たち九州厚生局職員は、「基本理念」を実現するため、
次の４つの指針に基づき、行動します。
１．高い倫理観と使命感を持って、公正・公平、かつ迅速に職務を遂行します。
２．「地域の声」を大切にし、業務に反映します。
３．行政サービスの主役は国民であると考え、行動します。
４．わかりやすい言葉で、積極的に情報を発信し、開かれた行政を目指します。
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地域社会の
ニーズに応える事業

地域社会の
ニーズに応える事業

■臨床研修実施体制の確保
■医療の安全に関する取り組みの普及・啓発
■再生医療等の安全性の確保等
■看護師の特定行為研修における実施体制の確保
■医師・歯科医師・看護師等の国家試験業務
■薬物犯罪の捜査・取締り
■薬物乱用防止の普及啓発
■年金記録の訂正請求への対応
■年金給付等の決定（処分）に係る審査請求の対応

など

■総合衛生管理製造過程施設の承認・監督
■保険医療機関等及び保険医等の指導監査
■健康保険組合の指導監督
■日本年金機構が行う滞納処分等各種認可
■企業年金等の指導監督
■栄養士等各種養成施設の指定・監督

など

■国民健康保険に係る市町村事務の助言・指導
■補助金等（児童扶養手当給付費国庫負担金・原爆被爆者
援護対策費等）の交付

■民生委員・児童委員の委嘱・解嘱・表彰
■国民年金事務費交付金等の審査
■地域包括ケアシステムの構築の支援

など

国民一人ひとりが健やかで
安心して生活できる社会を目指して
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事業者等の
指導監督
事業者等の
指導監督

地方自治体の
支援・連携
地方自治体の
支援・連携



○業務名称
臨床研修実施体制の確保

○業務概要
良質かつ適切な医療の提供に向け、医師・歯科医師の臨床研修（※１）について

研修体制の質・量の確保を図るため、新たに臨床研修を行おうとする病院・施
設からの申請の審査、指定した臨床研修病院・施設の研修プログラムの変更等
についての審査を行っています。
また、臨床研修病院・施設に出向いてプログラム責任者・指導医・研修医

（研修歯科医）と意見交換などを行い、臨床研修が円滑に行われるよう、サ
ポートしています。

○業務実績（平成28年度）

医 事 課

地域社会のニーズに応える事業 2

・臨床研修修了に伴う医籍登録件数 医師 1,067件 歯科医師 440件

・臨床研修病院・施設の新規指定に係る審査件数 医師 8件 歯科医師 2件

・臨床研修病院・施設の実地調査及び意見交換 医師 4件 歯科医師 9件
※歯科については九州・中国・四国を取扱

※九州厚生局管内（基幹型）医師臨床研修病院（基幹型相当大学病院を含む） 126件
※九州厚生局管内（単独型及び管理型）歯科臨床研修施設（大学病院を含む） 26件

参考



○業務名称
医療安全に関するワークショップ

○業務概要
九州厚生局管内の医療機関で、医療安全管理を担当している方々が主に参加す
る研修会です。
専門家や現場で活躍している方々を講師

としてお招きし、医療安全についての講演
などが行われます。
参加者の方々が、医療安全についての知

識や技術を身につけることで、各医療機関
での医療の安全性が向上することが期待さ
れます。

○業務実績（平成28年度）
開 催 日：平成28年11月17日（木）
テ ー マ：｢施行一年の医療事故調査制度とこれからの医療安全｣
メイン会場：福岡国際会議場（参加者1,080名）
サテライト会場：沖縄県看護協会（参加者140名）

◆例年11月末の医療安全推進週間にあわせて開催。
サテライト会場では、スクリーンでのライブ中継を実施。

医 事 課
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○業務名称
再生医療等（※2）の安全性の確保等

○業務概要
再生医療等を提供する医療機関は、認定再生医療等委員会の意見を聴いた上

で、再生医療等提供計画を、厚生労働省に提出する必要があります。
九州厚生局では、第二種再生医療等及び第三種

再生医療等に係る再生医療等提供計画の届出受理、
認定再生医療等委員会の認定及び特定細胞加工物
製造の許可・届出受理等の業務を行っています。

○業務実績（平成28年度）
・再生医療等提供計画の届出 100件
・認定再生医療等委員会の認定 2件
・特定細胞加工物製造の許可・届出 32件

医 事 課
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○業務名称
看護師の特定行為（※3）研修における実施体制の確保

○業務概要
在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足

りず、医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療の補助
（例えば脱水時の点滴（脱水の程度の判断と輸液による補正）など）を行うこ
とができる看護師を養成し、確保していく必要があります。
九州厚生局では、特定行為研修の指定研修機関の指定に係る審査及び指導並

びに適正な看護師の特定行為研修の実施体制の確保に関すること、特定行為研
修を修了した看護師に関する報告書の受理等を行っています。

○業務実績（平成28年度）
・新規指定 1件
・実地調査 1件
・修了者報告 2件

医 事 課
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※九州厚生局管内における看護師の特定行為の指定研修機関 2機関
※九州厚生局管内における特定行為の修了者 41名（平成29年3月末）

参考



○業務名称
特定機能病院（※4）及び臨床研究中核病院（※5）に対する立入検査

○業務概要
高度の医療を提供する能力を有する病院（特定機能病院）に対して、医療法

及び関係法令に規定された人員及び構造設備等の要件事項の確認のほか、安全
管理体制に関する項目等について立入検査を実施しています。
また、平成28年度から特定臨床研究を実施する能力を有する病院（臨床研究

中核病院）に対しても立入検査を実施しています。

○業務実績（平成28年度）
特定機能病院（11機関）及び臨床研究中核病院（1機関）に対して、定期立

入検査を実施しました。

医 療 課医 療 課
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参考（九州厚生局管内の特定機能病院及び臨床研究中核病院）

・産業医科大学病院 ・九州大学病院（※） ・福岡大学病院
・久留米大学病院 ・佐賀大学医学部附属病院 ・長崎大学病院
・熊本大学医学部附属病院 ・大分大学医学部附属病院
・宮崎大学医学部附属病院 ・鹿児島大学病院 ・琉球大学医学部附属病院
※平成29年3月末現在、九州厚生局管内では九州大学病院の１機関が臨床研究中核病院として承認
されています。



○業務名称
・特定医療法人（※6）に係る証明に関する業務
・公益法人等が行う医療保健業の証明に関する業務

○業務概要
特定医療法人として、法人税率の特例を受ける要件とされる厚生労働大臣が

財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の厚生労働大臣の証明書
を交付する業務を行っています。
また、公益法人が行う医療保健業のうち、収益事業に該当しない無料・低額

の医療を提供している公益法人については、厚生労働大臣の証明により法人税
の課税が免除されることになっていますが、九州厚生局では、非課税措置制度
の適用を受けるために必要となる要件等を満たしている公益法人等であること
の証明書を交付する業務も行っています。

○業務実績（平成28年度）
・特定医療法人に係る証明に関する業務 （80件）
・公益法人等が行う医療保健業の証明に関する業務 （26件）

管 理 課管 理 課
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○業務名称
食品衛生法に基づく総合衛生管理製造過程（※7）（食品製造において、
一般的衛生管理とHACCP（危害分析・重要管理点）を導入した施
設）の承認、指導

○業務概要
食品製造・加工施設からの各種申請等の受理及び審査を行っています。
また、承認後の定期的な立入検査及び指導を行っています。

◇HACCPとは、従来の最終製品の検査に頼るのではなく、原料の受入れから最
終製品までの各製造工程のうち危害の発生防止につながる工程の重点的・継
続的な監視により、製品の安全を確保する衛生管理の手法です。

○業務実績（平成28年度）
・新規承認 0施設
・変更承認 0施設
・承認の更新 31施設
・定期立入検査 5施設

参考

九州厚生局管内の承認施設数：62施設（平成29年3月末現在）

食品衛生課

事業者等の指導監督 8



○業務名称
食品衛生法に基づく登録検査機関（※8）の登録、指導

○業務概要
登録検査機関からの各種申請等の受理及び審査を行っています。
また、登録後の定期的な立入検査及び指導を行っています。

○業務実績（平成28年度）

・定期立入検査 15件

参考

九州厚生局管内の登録機関数：15事業所（平成29年3月末現在）

食品衛生課

事業者等の指導監督 9



○業務名称
2国間協議に基づく輸出食品（食肉、水産食品）に係る認定と畜場、
加工施設等に対する指導及び衛生証明書の発行

○業務概要
輸出食肉認定施設及び水産食品認定施設に対し、定期的に立入検査及び指導

を行っています。
また、水産食品を韓国及び中国へ輸出しようとする事業者等に対し、衛生証

明書の発行を行っています。

○業務実績（平成28年度）
・定期立入検査（食肉） 延べ 83件
・定期立入検査（水産） 延べ 10件
・衛生証明書発行（対韓国水産） 26件
・衛生証明書発行（対中国水産） 132件

参考

九州厚生局管内の認定等施設数（平成29年3月末現在）
・輸出食肉認定施設 7施設
・対EU輸出水産食品認定施設 4施設
・対米輸出水産食品認定施設 1施設

食品衛生課
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○業務名称
食品の自由販売証明書の発行

○業務概要
日本産食品の円滑な輸出を行うため、輸出相手先国の求めに応じて日本国内

において問題なく流通していることの証明書の発行等を行っています。

○業務実績（平成28年度）

・証明書発行 65件

食品衛生課
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○業務名称
健康増進法に基づく虚偽誇大広告等（※9）の指導

○業務概要
九州厚生局管内自治体等から相談のあった広告に対する指導を行っています。
また、チラシ等に掲載されている事例に対する事業者等への指導を行ってい

ます。

○業務実績（平成28年度）

・自治体等からの相談 2件
・自治体向け講習会等の開催 1件

食品衛生課
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○業務名称
地域包括ケアシステム（※10）の構築の支援

○業務概要
市町村や県が地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げ

ていく地域包括ケアシステムの支援に関する業務を行っています。
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地域包括ケア推進課

地方自治体の支援・連携

いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される
日常生活圏域（具体的には中学校区）を
単位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス

（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院

通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療
介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス



○業務名称
各種補助金等の交付

○業務概要
国民の方々が結核にかかった場合に病院を受診する際の医療費や、原子爆弾

被爆者の方々に対する健康管理手当などの費用の一部を都道府県に交付する業
務を行っています。
また、国民の方々の生活をサポートする施設である病院や社会福祉施設（老

人保健施設やグループホームなど）を建設したり、児童扶養手当の支給のため
に必要な経費の一部を交付する業務を行っています。

○業務実績（平成28年度）
・原爆被爆者手当交付金

九州厚生局管内8県＋長崎市
・社会福祉施設等施設整備費国庫補助金

九州厚生局管内8県9市
・児童扶養手当給付費国庫負担金

九州厚生局管内8県121市町

参考

九州厚生局では16種類の補助金等の交付に係る業務を行っています。

健康福祉課
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○業務名称
民生委員・児童委員の委嘱・解嘱・表彰

○業務概要
民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱され、地域住民の方々が日々

の生活の中で困ったことや心配事の相談にのったり、地域の子どもたちが元気
に安心して暮らすことができるように国民生活を支援している方をいいます。
この民生委員・児童委員を都道府県の推薦を受けて委嘱したり、長年にわた

り民生委員・児童委員の仕事をされた方に対する感謝状を贈るための業務を
行っています。

○業務実績（平成28年度）
・委嘱 30,685件
・解嘱 453件
・感謝状の授与 6,424件

参考

九州厚生局管内の民生委員数 27,385名（平成29年3月末現在）

健康福祉課

地方自治体の支援・連携

子どもたちの登下校を見守る様子
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○業務名称
保険医療機関等の指定及び保険医等の登録

○業務概要
健康保険法に基づき、保険医療機関（※11）・保険薬局（※12）・指定訪問看護事業

者の指定を実施しています。
また、保険医療機関等において健康保険の診療に従事する医師・歯科医師

に対する保険医（※13）の登録、保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤
師に対する保険薬剤師（※14）の登録を実施しています。

○業務実績（平成28年度）

区分 医 科 歯 科 薬 局

指定 廃止等 指定 廃止等 指定 廃止等

件数 470 459 279 314 420 398

区分 指 定 廃 止

件数 165 66

区 分 新規登録 抹消等
異 動

転入 転出

医 師 982 154 1,832 1,840

歯科医師 238 58 260 269

薬剤師 890 19 688 652

・保険医療機関等の指定等の実績 ・指定訪問看護事業者の指定等の実績

・保険医等の登録等

指導監査課指導監査課 各県事務所各県事務所

注）実績は、九州厚生局管内8県の事務所（福岡県は指導監査課）の合計
事業者等の指導監督 16
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○業務名称
保険医療機関等に係る情報の管理

○業務概要
健康保険法に基づき、保険医療機関等の指定に関する情報の公示や、保険医

等の登録に関する情報の公示を行っています。

○業務実績（平成28年度）

地域社会のニーズに応える事業

調 査 課調 査 課

保険医療機関等情報の公示

区分 指定 廃止等

医科 470件 459件

歯科 279件 314件

薬局 420件 398件

訪問看護 165件 66件

保険医等の登録に関する情報の公示

区分 新規登録 抹消等 転入 転出

医師 982人 154人 1,823人 1,840人

歯科医師 238人 58人 260人 269人

薬剤師 890人 19人 688人 652人

17



○業務名称
保険医療機関等に対する指導監査

○業務概要
誰もが安心して医療を受けられる医療保険制度を持続するため、保険医療機

関・保険薬局・保険医・保険薬剤師・指定訪問看護事業者・柔道整復師等を対
象に、保険診療の質的向上と適正化を目的とした指導を実施しています。

○業務実績（平成28年度）

区分
施設基準
調査

集団指導
集団的個
別指導

個別指導
新規個別
指導

監査

医科 628 1,946 595 260 251 4

歯科 0 827 571 208 167 9

薬局 0 1,620 567 225 291 1

訪問看護 － 147 － 10 － 0

柔道整復師 － 524 － 19 － 4

新規に指定した保険医療機関や保険医を
対象とした集団指導の風景

※15 ※16 ※17 ※18

※実績は、九州厚生局管内8県の事務所（福岡県は指導監査課）の合計

指導監査課指導監査課 各県事務所各県事務所

事業者等の指導監督 18



○業務名称
九州地方社会保険医療協議会の開催

○業務概要
九州地方社会保険医療協議会では、保険医療機関又は保険薬局の指定及び指

定の取消し、並びに保険医又は保険薬剤師の登録の取消しについて審議を行っ
ています。
なお、保険医療機関又は保険薬局の指定については、

各県事務所（福岡県は指導監査課）における九州地方
社会保険医療協議会部会で審議を行っています。

○業務実績

参考 ・九州地方社会保険医療協議会の委員構成 20名
→ 支払側代表 7名、診療側代表 7名、公益代表 6名

・九州地方社会保険医療協議会各部会の委員構成 8名
→ 支払側代表 3名、診療側代表 3名、公益代表 2名

区 分 平成26年度 平成27年度 平成28年度

協議会 5回 3回 3回

協議会部会（8部会において月1回開催） 96回 96回 96回

企画調整課 指導監査課指導監査課 各県事務所各県事務所

地域社会のニーズに応える事業 19



○業務名称
健康保険組合の指導監督

○業務概要
健康保険組合は、主に大企業又は同じ業種等により設立され、その事業所に

使用される被保険者の保険を管掌している保険者です。
管内の健康保険組合に対して実地による監査を行うほか、事業運営や保険給

付等に関する指導監督を行うことにより、円滑で安定した制度運営を目指して
います。

○業務実績

参考

九州厚生局管内の健康保険組合数 51組合（平成29年3月末現在）

区 分 平成26年度 平成27年度 平成28年度

監査の実施 17件 17件 16件

保険年金課

事業者等の指導監督 20



○業務名称
全国健康保険協会支部の報告の徴収等

○業務概要
全国健康保険協会は、健康保険組合に加入している組合員以外の被保険者

（中小企業の従業員等）の保険を管掌している保険者です。
管内の全国健康保険協会支部に対して実地による立入検査を行っています。

○業務実績

参考

区 分 平成26年度 平成27年度 平成28年度

立入検査の
実施

3件 2件 3件

九州厚生局管内の全国健康保険協会支部数 8支部（平成29年3月末現在）

保険年金課

事業者等の指導監督 21



○業務名称
国民健康保険及び後期高齢者医療に係る保険者等に対する助言・指導

○業務概要
医療保険制度を適正かつ安定的に運営するため、国民健康保険及び後期高齢

者医療の保険者等に対する助言・指導を行っています。

○業務実績（平成28年度）
九州管内の8県庁、8市町村、8後期高齢者医療広域連合、4国民健康保険団
体連合会、4国民健康保険組合を対象に実施しました。

《指導対象》

都道府県 市町村 国保組合 国保連合会 広域連合

福岡県 60 3 1 1

佐賀県 20 3 1 1

長崎県 21 4 1 1

熊本県 45 2 1 1

大分県 18 2 1 1

宮崎県 26 2 1 1

鹿児島県 43 2 1 1

沖縄県 41 1 1 １

管 理 課管 理 課

地方自治体の支援・連携 22



○業務名称
社会保険診療報酬支払基金支部の監督

○業務概要
医療費の適正な執行のため、管内の社会保険診療報酬支払基金（※19）の支部に

ついて、社会保険診療報酬支払基金法に基づき、業務の監督を行っています。

○業務実績

区 分 平成26年度 平成27年度 平成28年度

実地監査 2支部 3支部 3支部

参考

九州厚生局管内の社会保険診療報酬支払基金支部数 8支部（平成29年3月末現在）

管 理 課管 理 課

事業者等の指導監督 23



○業務名称
日本年金機構が行う滞納処分（※20）等の各種認可

○業務概要
公的年金制度の適正な運営に資するため、日本年金機構が行う「差押などの

滞納処分」や「厚生年金保険等の未加入事業所への立入検査（※21）」などに関し
て事前認可を行っています。

○業務実績

区 分 平成26年度 平成27年度 平成28年度

滞納処分 198,159件 187,457件 190,209件

立入検査 72,529件 93,082件 89,607件

年金指導課

事業者等の指導監督 24



○業務名称
国民年金事務に係る市町村交付金業務

○業務概要
市町村が行う国民年金の事務（各種届出の受理、年金制度の周知・相談等）

に対して必要な費用を交付する業務を行っています。

○交付実績（平成28年度）

・事務費交付金（※22）額
34億2,036万円

九州厚生局管内の市町村数 274市町村

参考

年金調整課

市町村交付金の事務担当者を対象とした説明会の風景

地方自治体の支援・連携 25



○業務名称
学生納付特例事務法人（※23）の指定･監督

○業務概要
大学等教育施設が学生納付特例事務法人の指定を受けることで、学生は大

学等教育施設にて学生納付特例の申請手続きを行うことができます。
学生が学生納付特例（※24）の申請をしやすい環境を整備し、学生の年金受給権

を確保する観点から、学生納付特例事務法人の指定及び監督に関する業務を
行っています。

○業務実績（平成28年度）

・指定 5件

九州厚生局管内の指定法人数 50法人67校（平成29年3月末現在）

参考

年 金 手 帳

日本年金機構

年金調整課

地域社会のニーズに応える事業 26



○業務名称
・厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の訂正の請求
に関する事務及び調査事務
・九州地方年金記録訂正審議会の運営

○業務概要
厚生年金保険や国民年金の加入期間等の年金記録が間違っていると思われる

方からの訂正の請求について調査を行い、訂正（不訂正）の決定を行っていま
す。 なお、訂正（不訂正）の決定にあたっては、九州地方年金記録訂正審議会
の意見を聴くことになっています。

◇九州地方年金記録訂正審議会とは
九州地方年金記録訂正審議会とは、公平・公正な判

断が行われるよう、中立的な立場で審議し、意見を述
べるために設置された、弁護士、社会保険労務士、税
理士などの有識者による会議です。
九州地方年金記録訂正審議会には、訂正請求事案を

審議するため、6つの部会を設置しています。

年金審査課

地域社会のニーズに応える事業 27

参考

・九州地方年金記録訂正審議会の委員構成 24名
・九州地方年金記録訂正審議会部会の委員構成 第1～6部会 4名



○業務名称
確定給付企業年金の指導監督

○業務概要
確定給付企業年金は、事業主が従業員と給付の内容を約束し、高齢期におい

て従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするための制
度で、規約型（※25）と基金型（※26）があります。
確定給付企業年金の事業運営等に関する指導監督のほか、書面及び実地によ

る監査を行っています。

○業務実績

参考

・九州厚生局管内の規約型企業年金規約数 1,047（平成29年3月末現在）
・九州厚生局管内の基金型企業年金基金数 36（平成29年3月末現在）

区 分 平成26年度 平成27年度 平成28年度

書面監査の実施 70件 106件 104件

実地監査の実施 0件 0件 2件

保険年金課

事業者等の指導監督 28



○業務名称
確定拠出年金の指導監督

○業務概要
確定拠出年金は、老後のために自身で掛金を運用し、掛金と運用益を合わせ

て年金として受けとるもので、会社勤めの方が加入する企業型年金（※27）と自営
業者等が加入する個人型年金（※28）の２つの型があります。
企業が実施主体となる企業型年金の事業運営等に関する指導監督等を行って

います。

○業務実績

参考

九州厚生局管内の企業型年金規約数 235（平成29年3月末現在）

区 分 平成26年度 平成27年度 平成28年度

規約の承認 51件 67件 55件

届出の受理 72件 23件 37件

保険年金課

事業者等の指導監督 29



○業務名称
国民年金基金の指導監督

○業務概要
国民年金基金は、国民年金法に基づき組織された公法人であり、自営業の方

など国民年金第1号被保険者が任意に加入する年金制度です。地域型（※29）と職
能型（※30）があります。
管内の国民年金基金に対して実地による監査を行うほか、事業運営や事務執

行等に関する指導監督を行うことにより、円滑な事業運営を図っています。

○業務実績

参考

九州厚生局管内の国民年金基金数（地域型のみ）8基金（平成29年3月末現在）

区 分 平成26年度 平成27年度 平成28年度

監査の実施 2件 2件 2件

保険年金課

事業者等の指導監督 30



○業務名称
厚生年金基金の指導監督

○業務概要
厚生年金基金は、国の厚生年金の一部を代行するとともに独自の上乗せ給付

を行う公法人です。
管内の厚生年金基金に対して実地による監査を行うほか、事業運営や事務執

行等に関する指導監督を行うことにより、円滑な事業運営を図っています。

○業務実績

※監査の実施件数には、解散した厚生年金基金に対する清算事務等に係る監査を含みます。

参考

九州厚生局管内の厚生年金基金数 3基金（平成29年3月末現在）

区 分 平成26年度 平成27年度 平成28年度

監査の実施 3件 0件 12件

基金の解散 6基金 17基金 6基金

保険年金課

事業者等の指導監督 31



○業務名称
各種養成施設（※31）の指定・監督

○業務概要
各種養成施設を開設する際に、申請書の審査及び実地調査を行い、法令等で

定める基準を満たしているか確認したうえで、養成施設の指定を行っています。
また、養成施設を指定した後も、指導調査等により法令等の遵守状況を

随時確認し、不備がある場合は是正するよう指導を行っています。

○業務実績
・平成29年4月に開設（平成28年度中に指定）した養成施設
介護学校（通信課程）1施設

◇各種養成施設の種類
あん摩マッサージ指圧師、管理栄養士、栄養士、社会福祉士（大学等科目の

確認申請に限る）、介護福祉士（介護学校、福祉系高校に限る）

健康福祉課

事業者等の指導監督 32
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○業務名称
医師・歯科医師・看護師等の国家試験業務（11職種）

○業務概要
例年2月から3月にかけて、医師・歯科医師・保健師・助産師・看護師・薬

剤師の6職種の国家試験業務を行っていましたが、本年度からは、11職種すべ
てについて業務委託（市場化テスト）となります。
※ 診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士・管理栄養士の5職種については、平成
23年度から業務委託により実施しています。

○業務実績（平成28年度）

試験の種類 出願者数 試 験 日 合格率（全国）

医 師 1,267人 2月11日～13日 88.7％

歯科医師 497人 2月4日～5日 65.0％

保健師 734人 ２月17日 90.8％

助産師 280人 ２月16日 93.0％

看護師 9,441人 ２月19日 88.5％

薬剤師 1,410人 2月25日～26日 71.6％

沖縄分室

地域社会のニーズに応える事業 33
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○業務名称
薬物犯罪の取締り

○業務概要
薬物乱用による保健衛生上の危害防止を図るため、薬物犯罪の取締りを鋭意

実施しています。

〈 重点目標 〉
・指定暴力団等による組織的な薬物密輸・組織的広域的な薬物密売事犯に
関し、効果的な捜査手法を駆使して、麻薬特例法業態犯での摘発

・薬物の乱用による健康被害の拡大を防止するため、「危険ドラッグ」の
取締の徹底

・若年層対象の大麻等薬物密売事犯の摘発及び大麻栽培事犯の摘発
・インターネットを利用した薬物事犯の摘発
・相談事業を含む末端乱用者の徹底検挙及び再乱用防止対策の推進
・正規に流通する麻薬・向精神薬等の不正流通防止

麻薬取締部麻薬取締部

地域社会のニーズに応える事業 34



○業務名称
麻薬等取扱者への監督、指導

○業務概要
医療上有用な麻薬や向精神薬の流通経路を監視するため、定期的に病院、薬

局、製薬会社等に立入検査を実施しています。
また、正規流通経路からの横流しや不正使用を防止するための指導と助言を

実施しています。

○業務実績（平成28年）
・立入検査件数：137件

（向精神薬関係）
向精神薬卸売業者
向精神薬みなし一般販売業
免許みなし薬局
病院
一般診療所
飼育動物診療施設

（麻薬関係）
家庭麻薬製造業者
麻薬卸売業者
麻薬小売業者
麻薬診療施設（病院、一般診療所、動物診療施設）
麻薬研究者
（その他）
大麻研究者
覚醒剤原料取扱者
覚醒剤原料研究者

麻薬取締部麻薬取締部

事業者等の指導監督

参考【対象事業所】
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○業務名称
薬物乱用・再乱用防止啓発活動

○業務概要
学校や関係機関等で、規制薬物に関する正しい知識の普及に努めるための講

演を実施するなど、薬物乱用防止啓発活動を官民一体となって行っています。

○業務実績（平成28年）

講演実施件数等

対象 実施件数 参加人数

小学校～大学
（生徒、保護者、職員、学校薬剤
師会など）

6件 約500名

関係機関
(薬物乱用防止指導員、各県職員、
法務省、海保職員など)

20件 約3,000名

麻薬取締部麻薬取締部
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○業務名称
「麻薬・覚醒剤」相談業務

○業務概要
薬物乱用者の家族や友人からの相談や一般市民からの通報を受理し、対処す

るとともに、薬物乱用者の社会復帰に向けた助言を実施しています。

○業務実績（平成28年度）

麻薬取締部麻薬取締部

地域社会のニーズに応える事業

覚醒剤45件、大麻17件、麻薬・向精神薬5件、
指定薬物3件、不明16件

捜査10件、面接4件、助言31件、施設紹介2件、
その他39件
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○業務名称
年金給付等の決定（処分（※32））に係る審査請求（※33）の対応

○業務概要
国民の権利利益の救済を図るため、保険者等（※34）の処分に関する不服申立て

を審理しています。

○業務実績
審査請求の受付件数及び決定件数

社会保険審査官

地域社会のニーズに応える事業
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1200

２６年度 ２７年度 ２８年度

国民年金 594 501 415

被用者保険 554 488 419

年度別受付件数
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却下(※35) 114 66 44

容認(※36) 55 47 61

棄却(※37) 790 833 758

年度別決定件数



○業務名称
九州厚生局における情報開示

○業務概要
行政活動の透明性確保のため、情報公開法に基づく情報開示を行っています。

○業務実績

（開示請求のあった主な行政文書）
・保険医療機関等の施設基準（※38）に係る情報
・審査請求に係る情報
・年金委員（※39）を設置している厚生年金保険適用
事業所の情報

など

区 分 平成26年度 平成27年度 平成28年度

開示請求件数 1,683件 1,134件 766件

全 部 署

地域社会のニーズに応える事業 39



項番 用語 解説

※1 臨床研修 医師・歯科医師の国家試験合格者が、基本的な診療能力の修得を目的として行う研修制度。

※2 再生医療等
細胞加工物（人又は動物の細胞に培養その他の加工を施したもの）を用いて疾病の治療や機
能の再建等を行うこと。

※3 特定行為
診療の補助であり、看護師が、「診療の補助の内容」等が定められた手順書により行う場合
には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要
とされる３８行為のこと。

※4 特定機能病院
高度の医療を提供する能力を有する等の要件を満たした病院として、厚生労働大臣の承認を
受けた病院のことをいう。

※5 臨床研究中核病院
特定臨床研究を実施する能力を有する等の要件を満たした病院として、厚生労働大臣の承認
を受けた病院のことをいう。

※6 特定医療法人
医療普及・社会福祉への貢献など公的に運営されていることについて、国税庁長官の承認を
受けている医療法人。

※7 総合衛生管理製造過程
一般的衛生管理とHACCP（Hazard Analysis Critical Control Point：危害分析・重要管理
点）システムを取り入れた、総合的に衛生管理がされた食品の製造方法。

※8
食品衛生法に基づく登録
検査機関

検査の精度や管理方法等が食品衛生法の登録基準を満たす検査機関のこと。輸入食品等に対
し、行政判断のもととなる製品検査を実施できる。

※9
健康増進法に基づく虚偽
誇大広告等

食品として販売に供される物に関する健康保持増進効果等について、著しく事実に相違する
表示、または著しく人を誤認させるような表示のこと。

※10 地域包括ケアシステム
重度な要介護者となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けること
ができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制のこと。
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項番 用語 解説

※11 保険医療機関
厚生労働大臣の指定を受けた保険診療を行う医療機関のことであり、利用者（患者）は健康
保険証等の提示により医療費の一部を負担すれば治療を受けることができる。

※12 保険薬局
厚生労働大臣の指定を受けた保険調剤を行う薬局のことであり、利用者（患者）は健康保険
証等の提示により医療費の一部を負担すれば調剤を受けることができる。

※13 保険医
厚生労働大臣の登録を受けた健康保険の診療に従事する医師・歯科医師のことであり、保険
医療機関において保険診療を行うのは保険医に限られている。

※14 保険薬剤師
厚生労働大臣の登録を受けた健康保険の調剤に従事する薬剤師のことであり、保険薬局に
おいて保険調剤を行うのは保険薬剤師に限られている。

※15 集団指導
医療機関等が新規に保険医療機関等としての指定を受けた際や診療報酬改定の際等に、保険
医療機関等を対象に、各法令等に定める保険診療の取扱い及び診療報酬の請求等を周知徹底
することを目的として、一定の場所で、講習等の方式により実施する指導。

※16 集団的個別指導
定められた基準に基づき選定した保険医療機関等を対象に、各法令等に定める保険診療の取
扱い及び診療報酬の請求等を周知徹底することを目的として、一定の場所で、個別に簡便な
面接懇談方式により実施する指導。

※17 個別指導
定められた基準に基づき選定した保険医療機関等を対象に、各法令等に定める保険診療の取
扱い及び診療報酬の請求等を周知徹底することを目的として、個別に面接懇談方式により実
施する指導。

※18 監査
保険医療機関等の診療内容又は診療報酬の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場
合等において、的確に事実関係を把握し、公正かつ適切な措置を採ることを目的に実施する
もの。

※19
社会保険診療報酬支払基
金

保険医療機関等から請求された医療費の審査・支払いを行う特別の法律により設立される民
間法人。
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項番 用語 解説

※20 滞納処分
社会保険料を期限までに納付しない公的年金制度加入者（事業所）に対し、強制的手段に
よって保険料が納められたことと同様の結果の実現を図ること。 例）差押

※21 立入検査
社会保険加入事業所や、加入要件を満たしていると思われる未加入事業所等に対し、適正な
届出と加入を促すために、帳簿や労働者名簿等の確認を行うこと。

※22 事務費交付金
市町村に支払われる事務費交付金は、法令で規定された事務に対する交付金と市町村の各種
協力に対する交付金の2種類ある。

※23 学生納付特例事務法人 学生納付特例申請の手続きができる九州厚生局長の指定を受けた大学や専門学校等のこと。

※24 学生納付特例
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入しなければなり
ません。学生も保険料を納付する義務がありますが、学生本人の所得が少ない場合は、本人
の申請により、保険料の納付が猶予される制度。

※25 規約型
労使が合意した年金規約に基づき、企業と信託会社・生命保険会社等が契約を結び、母体企
業の外で年金資金を管理・運用し、年金給付を行う企業年金。

※26 基金型
母体企業とは別の法人格を持った基金を設立した上で、基金において年金資金を管理・運用
し、年金規約に基づき年金給付を行う企業年金。

※27 企業型年金
厚生年金保険の適用事業所である事業主が単独または共同で実施する確定拠出年金。事業主
が拠出した掛金（規約に定めることで加入者も拠出可。）を加入者自身が選択した方法で運
用を行う。

※28 個人型年金
20歳以上60歳未満のすべての方を対象として、国民年金基金連合会が主体となって実施する
確定拠出年金（愛称：iDeCo（イデコ））。個人からの拠出のみであり、掛金の設定・運用
の方法等も加入者自身の判断にて行う。

※29 地域型 国民年金第1号被保険者であって、同じ都道府県内に住所を有する者で組織される基金。
（平成28年度末47基金）



項番 用語 解説

※30 職能型
国民年金第1号被保険者であって、同種の事業または業務に従事する者により組織され、全国
を通じて1つ設立される基金。（平成28年度末25基金）

※31 養成施設

大学・短期大学・高等学校・専修学校（専門学校）等のうち、卒業（修了）することにより、
国家資格または国家試験の受験資格を得ることができるものと指定された施設。
指定を受けるためには養成施設指定規則等で定める基準（教員数、設備、教育課程等）を満
たす必要がある。

※32 処分 保険給付、年金給付、被保険者資格、標準報酬、国民年金の保険料などに関する処分。

※33 審査請求
保険者が行った処分に対し、不服がある場合に、社会保険審査官に対して不服申立てをする
こと。

※34 保険者等 厚生労働大臣、日本年金機構、全国健康保険協会など。

※35 却下 社会保険審査官が不服申立てを審理しないと決定すること。

※36 容認
社会保険審査官が不服申立てを審理した結果、処分を取り消す（不服申立てを認める）と決
定すること。

※37 棄却 社会保険審査官が不服申立てを審理した結果、処分は妥当である（不服申立ては認められな
い）と決定すること。

※38
保険医療機関等の施設基
準

保険医療機関等が保険診療のうち特定のものを取り扱うために必要な医療体制（専門的な人
材の配置及び設備の設置等）

※39 年金委員
厚生労働大臣からの委嘱を受けて、政府が管掌する年金事業について、会社や地域において
啓発、相談、助言などの活動を行う方々のこと。
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社会保険審査官

社会保障審議会等

中央労働委員会

本省（内部部局）

地方支分部局

施設等機関

審議会等

外 局

厚生労働省

沖 縄 分 室沖 縄 分 室

佐賀事務所佐賀事務所

長崎事務所長崎事務所

熊本事務所熊本事務所

大分事務所大分事務所

宮崎事務所宮崎事務所

鹿児島事務所鹿児島事務所

沖縄事務所沖縄事務所

地方厚生局

医政局・健康局等

都道府県労働局

検疫所等

北海道厚生局

東 北 厚 生 局

関東信越厚生局

東海北陸厚生局

近 畿 厚 生 局

中国四国厚生局

局 長九 州 厚 生 局

総 務
管 理 官

健康福祉
部 長

指導総括
管 理 官

麻薬取締
部 長

沖縄麻薬
取締支所長

総 務 課

企画調整課

年金指導課

年金調整課

健康福祉課

医 事 課

食品衛生課

管 理 課管 理 課

医 療 課医 療 課

指導監査課指導監査課

調査総務課調査総務課

捜査第一課捜査第一課

捜査第二課捜査第二課

特別捜査課特別捜査課

鑑 定 課鑑 定 課

情 報 官情 報 官

小 倉 分 室小 倉 分 室

捜 査 課捜 査 課

情 報 官情 報 官

鑑 定 官鑑 定 官

四国厚生支局

調 査 課調 査 課

指定薬物対策官指定薬物対策官
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年金審査課

九州地方社会保険医療協議会九州地方社会保険医療協議会

（審議会等）

九州地方年金記録訂正審議会九州地方年金記録訂正審議会

地域包括ケア推進課

保険年金課



部　　　署 電　　　話 F　A　X

健 康 福 祉 課 092-432-6781 092-474-2244

医 事 課 092-472-2366 092-472-2308

食 品 衛 生 課 092-432-6782 092-432-6785

地 域 包 括 ケア推 進課 092-432-6784 092-474-2244

保 険 年 金 課 092-432-6783 092-413-5208

部　　　署 電　　　話 F　A　X
麻 薬 取 締 部 092-472-2331 092-472-2336

部　　　署 電　　　話 F　A　X

年 金 審 査 課 092-473-7035 092-473-7040

福岡第二合同庁舎２F

〒812－0013　　福岡市博多区博多駅東2-10-7

福岡第二合同庁舎

麻薬取締部［福岡第二合同庁舎１F］

　　    博多プライムイースト2F
〒812－0013　福岡市博多区博多駅東2-10-35

博多プライムイースト

部　　　署 電　　　話 F　A　X

総 務 課 092-707-1115 092-707-1116

企 画 調 整 課 092-707-1121 092-707-1116

年 金 指 導 課 092-707-1132 092-707-1136

年 金 調 整 課 092-707-1133 092-707-1136

社会保険審査官 092-707-1135 092-707-1136

管 理 課 092-707-1122 092-707-1126

医 療 課 092-707-1123 092-707-1126

調 査 課 092-707-1138 092-707-1126

指 導 監 査 課 092-707-1125 092-707-1127

〒812－0011　　福岡市博多区博多駅前3-2-8
          住友生命博多ビル4F

住友生命博多ビル

〒840-0801

電話： 0952-20-1610
FAX ： 0952-20-1611

佐賀事務所

佐賀市駅前中央3-3-20

佐賀第二合同庁舎7F

〒850-0033

電話： 095-801-4201
FAX ： 095-801-4204

長崎事務所

長崎市万才町7-1

住友生命長崎ビル12F

〒870-0045

電話： 097-535-8061
FAX ： 097-535-8062

大分事務所

大分市城崎町1-3-31
富士火災大分ビル2F

〒880-0816

電話： 0985-72-8880
FAX ： 0985-72-8881

宮崎事務所

宮崎市江平東2-6-35   3F

〒860-0806

電話： 096-284-8001
FAX ： 096-284-8010

熊本事務所

熊本市中央区花畑町4-7

朝日新聞第一生命ビル4F

〒890-0068

電話： 099-201-5801
FAX ： 099-201-5802

鹿児島事務所

鹿児島市東郡元町4番1号鹿児島

第二地方合同庁舎3F

〒803-0813

電話： 093-591-3561
FAX ： 093-591-3516

麻薬取締部小倉分室

北九州市小倉北区城内5-3

小倉合同庁舎1F

〒900-0022

電話： 098-833-6006
FAX ： 098-833-6250

沖縄事務所

那覇市樋川1-15-15

那覇第一地方合同庁舎西棟2F

〒900-0022

電話： 098-854-2584
FAX ： 098-834-8978

沖縄麻薬取締支所

那覇市樋川1-15-15

那覇第一地方合同庁舎東棟6F

〒900-0022

電話： 098-853-7350
FAX ： 098-853-4495

沖縄分室

那覇市樋川1-15-15

那覇第一地方合同庁舎西棟2F
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