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はじめに 

 

 中国四国厚生局は、平成１３年の中央省庁等の再編成による厚生労働省の

発足と同時に設置されて以来、国民の皆様に最も身近な医療、健康、福祉な

どの社会保障政策を実施する地域における国の行政機関として、主に中国５

県の厚生行政を担当しています。 

当厚生局は、地域の皆様に対する身近な厚生行政の窓口として、地域の状

況を的確に把握しつつ、国の社会保障政策に関する各種取り組みの円滑な実

施に努め、地域の皆様の生活や暮らしが将来にわたって安心かつ安全なもの

となるよう全力で取り組んでまいります。 

本書は、平成２４年度に中国四国厚生局が実施した業務の実績をとりまと

めたものですが、管内の関係者の皆様に、厚生行政と当厚生局の業務を理解

していただく一助となれば幸いです。 

今後とも、厚生行政に対するご理解とご支援を賜りますようお願い申し上

げます。 

 

 

  平成２５年８月 

 

 

     厚生労働省中国四国厚生局長 

伊奈川 秀和 
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１ 沿革  

 

   平成１３年 １月 ６日 

中央省庁等改革基本法により、厚生省と労働省を統合して「厚生労働省」が設

置されるとともに、政策の企画立案に関する事務は本省で行う一方、実施に関す

る事務を行うために地方厚生局が設置されました。 

地方厚生局は、それまで設置されていた地方医務局及び地区麻薬取締官事務所

で行っていた業務に加えて、本省から移管された保健医療、福祉等の許認可や指

導監督等の業務、検疫所や地方社会保険事務局からの移管事務等を所掌すること

となりました。 

     発足当初の中国四国厚生局の組織は、次のとおりです。 

            総務管理官              病院管理部         麻薬取締部 

             総  務  課              経営指導課         調  査  室 

             保健福祉課             企画調整課         捜  査  課 

             社会保険課             職  員  課         情  報  官 

             指導・監査部門         医  療  課         鑑  定  官 

              薬事監視専門官       施設整備課 

              医療監視専門官 

              介護サービス指導官 

 

   平成１５年 ４月 １日 

          健康福祉部が新設されました。 

 

      平成１６年 ４月 １日 

          病院管理部門は国立病院・国立療養所の独立行政法人への移行に伴い、すべて 

    廃止されました。 

 

    平成２０年１０月 １日 

地方社会保険事務局から保険医療指導監査等の事務が移管されたことに伴い、

指導管理官、管理課、医療指導課、指導監査課、鳥取事務所、島根事務所、岡山

事務所及び山口事務所が新設されました。 

 

      平成２２年 １月 １日 

社会保険庁の廃止により、日本年金機構が行う業務に対する監督、国民年金等

事務取扱交付金の交付事務及び年金給付等の処分決定に対する審査請求の対応が

移管されたことに伴い、年金管理課及び社会保険審査官が新設されました。 

Ⅰ 中国四国厚生局の概要 
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平成２５年３月末現在

２　組織

情 報 官

鑑 定 官

保 険 年 金 課

指 導 総 括 管 理 官

管 理 課

医 療 課

福 祉 指 導 課

指導監査課(広島県を管轄)

各県事務所(広島県を除く)

麻 薬 取 締 部

調 査 総 務 課

捜 査 課

局 長

総 務 管 理 官

総 務 課

企 画 調 整 課

年 金 管 理 課

食 品 衛 生 課

社 会 保 険 審 査 官

健 康 福 祉 部

健 康 福 祉 課

指 導 養 成 課

医 事 課
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３　所在地

（１）合同庁舎　〒７３０－００１２　広島市中区上八丁堀６－３０　広島合同庁舎４号館２階・１５階

　　①　２階

電 話 番 号 Ｆ Ａ Ｘ 番 号

総 務 課 ０８２－２２３－８１８１ ０８２－２２３－８１５５

企 画 調 整 課 ０８２－２２３－８２４５ ０８２－２２３－８２６５

管 理 課 ０８２－２２３－８２６２ ０８２－２２３－８２６５

医 療 課 ０８２－２２３－８２２５ ０８２－２２３－８２６５

指 導 監 査 課 ０８２－２２３－８２０９ ０８２－２２３－８２３５

　　②　１５階

電 話 番 号 Ｆ Ａ Ｘ 番 号

麻 薬 取 締 部 ０８２－２２７－９０１１ ０８２－２２７－９１７４

（２）鉄砲町庁舎　〒７３０－００１７　広島市中区鉄砲町７－１８　東芝フコク生命ビル２階

電 話 番 号 Ｆ Ａ Ｘ 番 号

健 康 福 祉 課 ０８２－２２３－８２６４ ０８２－２２３－６４８９

指 導 養 成 課 ０８２－２２３－８２２９ ０８２－２２３－７８８９

医 事 課 ０８２－２２３－８２０４ ０８２－２２３－７８８９

食 品 衛 生 課 ０８２－２２３－８２９１ ０８２－２２３－６５０９

保 険 年 金 課 ０８２－２２３－８２４４ ０８２－２２３－６５０９

福 祉 指 導 課 ０８２－２２３－８２５９ ０８２－２２３－６４８９

年 金 管 理 課 ０８２－２２３－００６５ ０８２－２２３－００６１

社 会 保 険 審 査 官 ０８２－２２３－００７０ ０８２－２２３－００６１

（３）鳥取事務所　〒６８０－０８４２　鳥取市吉方１０９　鳥取第３地方合同庁舎２階

　電話番号　　０８５７－３０－０８６０

　ＦＡＸ番号　０８５７－２１－３２４５　

（４）島根事務所　〒６９０－０８４１　松江市向島町１３４－１０　松江地方合同庁舎６階

　電話番号　　０８５２－６１－０１０８

　ＦＡＸ番号　０８５２－２８－９２２２　

（５）岡山事務所　〒７００－０９０７　岡山市北区下石井１－４－１　岡山第２合同庁舎１１階

　電話番号　　０８６－２３９－１２７５

　ＦＡＸ番号　０８６－２２４－３６８６　

（６）山口事務所　〒７５３－０８１４　山口市吉敷下東１－３－１　山陽ビル５階

　電話番号　　０８３－９０２－３１７１

　ＦＡＸ番号　０８３－９３２－８５０８　
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＜総務部門＞  

 

１ 総務課  

 

（１）特例民法法人の指導監督  

 ① 概要 

   社会保険庁の廃止に伴い、以下の６法人が平成２２年１月に移管されました。 

これまで、６法人に対して３年に一度立入検査を実施し、公益法人の設立許可及び

指導監督基準に適合した管理運営が行われているかどうかの調査を行い、適切な運営

が行われるよう指導監督などを行ってきたところですが、岡山県社会保険協会、広島

県社会保険協会、広島県年金福祉協会及び山口県社会保険協会は、平成２４年４月１

日付で一般財団法人へ移行したことにより、平成２５年３月末現在、中国四国厚生局

が所管する特例民法法人は、鳥取県社会保険協会、島根県社会保険協会の２法人です。 

 

                            （平成２５年３月末現在） 

 法 人 名        所  在  地 摘   要  

鳥取県社会保険協会 鳥取市扇町58 H25.4 一 般 財 団 法 人 移 行 予 定  

島根県社会保険協会 松江市堂形町741-4 H25.4 一 般 財 団 法 人 移 行 予 定  

岡山県社会保険協会 岡山市北区昭和町12-15 H24.4.1 一 般 財 団 法 人 へ 移 行  

広島県社会保険協会 広島市中区鉄砲町5-16 H24.4.1 一 般 財 団 法 人 へ 移 行  

広島県年金福祉協会 広島市中区国泰寺町1-8-20 H24.4.1 一 般 財 団 法 人 へ 移 行  

山口県社会保険協会 山口市中央4-5-6 H24.4.1 一 般 財 団 法 人 へ 移 行  

 

  ② 実績（平成２４年度） 

      立入検査については、鳥取県社会保険協会に対して実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 業務の概要及び実績等 
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（２）国家試験  

 ① 概要 

   以下の６種類の国家試験に関する庶務を担当しており、受験願書の受付、試験会場   

・試験監督員の確保、試験の実施及び合格発表に関する業務を行っています。 

    ・医師国家試験   ・歯科医師国家試験  ・保健師国家試験 

    ・助産師国家試験  ・看護師国家試験   ・薬剤師国家試験 

 

 

 

② 実績（平成２４年度） 

平成２４年度国家試験実施日等一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験実施日 試験の種類 試験会場 合格発表 

平成25年 2月 2日(土) 

平成25年 2月 3日(日) 
第106回 歯科医師国家試験 

広島大学霞キャンパス 

（広島南区） 
3月19日 

平成25年 2月 9日(土) 

平成25年 2月10日(日) 

平成25年 2月11日(月) 

第107回 医師国家試験 
広島市中小企業会館 

（広島市西区） 
3月19日 

平成25年 2月14日(木) 第 96回 助産師国家試験 
広島工業大学専門学校 

（広島市西区） 
3月25日 

平成25年 2月15日(金) 第 99回 保健師国家試験 
広島工業大学専門学校 

（広島市西区） 
3月25日 

平成25年 2月17日(日) 第102回 看護師国家試験 
広島工業大学専門学校 

（広島市西区） 
3月25日 

平成25年 3月 2日(土) 

平成25年 3月 3日(日) 
第 98回 薬剤師国家試験 

広島市中小企業会館 

（広島市西区） 
3月29日 
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出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率

中国四国
厚生局実施分

546 526 470 89.4% 480 456 409 89.7% 515 488 433 88.7%

全国分 8,845 8,611 7,686 89.3% 8,785 8,521 7,688 90.2% 8,798 8,569 7,696 89.8%

中国四国
厚生局実施分

82 80 65 81.3% 74 71 59 83.1% 64 63 50 79.4%

全国分 3,875 3,378 2,400 71.0% 3,825 3,326 2,364 71.1% 3,764 3,321 2,366 71.2%

中国四国
厚生局実施分

1,005 997 847 85.0% 1,011 1,002 862 86.0% 1,078 1,071 1,015 94.8%

全国分 14,984 14,819 12,792 86.3% 15,964 15,758 13,555 86.0% 16,712 16,420 15,764 96.0%

中国四国
厚生局実施分

94 94 93 98.9% 92 92 87 94.6% 104 104 102 98.1%

全国分 2,426 2,410 2,342 97.2% 2,160 2,132 2,026 95.0% 2,133 2,113 2,072 98.1%

中国四国
厚生局実施分

3,110 3,093 2,867 92.7% 3,130 3,114 2,831 90.9% 3,228 3,202 2,836 88.6%

全国分 54,756 54,138 49,688 91.8% 54,270 53,702 48,400 90.1% 57,185 56,530 50,224 88.8%

中国四国
厚生局実施分

86 76 21 27.6% 464 430 401 93.3% 533 453 363 80.1%

全国分 3,606 3,274 1,455 44.4% 10,644 9,785 8,641 88.3% 12,732 11,288 8,929 79.1%

中国四国
厚生局実施分

141 129 100 77.5%

全国分 2,670 2,409 1,712 71.1%

中国四国
厚生局実施分

150 146 110 75.3%

全国分 4,202 3,959 2,652 67.0%

中国四国
厚生局実施分

1,941 1,827 789 43.2%

全国分 21,287 19,923 8,067 40.5%

市場化テストを実施

市場化テストを実施

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

国家試験出願者数等の推移

医師

職　　　種

市場化テストを実施

市場化テストを実施

市場化テストを実施

薬剤師

管理栄養士

歯科医師

保健師

助産師

看護師

診療放射線
技　　　師

臨床検査
技　　師

市場化テストを実施
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（３）国有財産の管理及び処分 

 ① 概要 

社会保険庁の廃止に伴い、平成２２年１月より中国管内３８ヶ所の国有財産の引継を受け、こ

れら国有財産の管理を行うとともに、売払等の処分の手続を進めています。 

                                   （平成２５年３月末現在） 

県 物   件   名 所  在  地 数量(㎡) 備   考 

鳥

取

県 

 鳥取社会保険事務局長宿舎 鳥取市田園町3-3261    391.37 ２４年度売却 

 鳥取社会保険事務局次長宿舎 鳥取市田園町3-130    178.64  

 鳥取社会保険事務所長宿舎 鳥取市田園町3-131    172.87  

 一般職員宿舎（鳥取市分） 鳥取市浜坂4-1492-3    271.41  

 一般職員宿舎（鳥取市分） 鳥取市浜坂4-1492-2    267.50  

 一般職員宿舎（米子市分） 米子市両三柳4579-75    284.04 土地のみ 

 一般職員宿舎（倉吉市分） 倉吉市みどり町3186-2    468.56  

 鳥取船員保険保養所さかいみなと荘 境港市上道町2053-5  5,623.90 ２３年度売却 

島

根

県 

 玉造厚生年金保養ホーム 松江市玉湯町1176-7     52.50 道路として貸付中 

 玉造厚生年金病院職員宿舎 松江市玉湯町1182-2     27.56 道路として貸付中 

 社会保険職員西生馬宿舎 松江市西生馬町507-4    397.80  

 社会保険職員下府宿舎 浜田市下府町346-8    698.31  

岡

山

県 

 吉備町宿舎 岡山市北区中撫川319-1    732.75 ２４年度売却 

 上保田宿舎Ａ 岡山市北区撫川258-10    767.68 ２４年度売却 

 上保田宿舎Ｂ 岡山市北区撫川258-6    536.47 ２４年度売却 

 津山小田中宿舎 津山市小田中945-12    509.26 ２４年度売却 

 津山社会保険事務所長公務員宿舎 津山市小田中307-7    139.01  

 津山社会保険事務所平福宿舎 津山市平福938-3    394.77 ２３年度売却 

 津山社会保険事務所公務員宿舎 津山市小原500-5    390.51 土地のみ 

広

島

県 

 広島旭町宿舎 広島市南区旭1-1298-31     30.23 道路として貸付中 

 船員保険西山本宿舎 広島市安佐南区山本5-654-3    118.45 土地のみ 

 福山松永町共同宿舎 福山市南松永町1-166    452.51 ２４年度売却 

 三次十日市宿舎 三次市十日市町3559-9     28.31 道路として貸付中 

 三次南畑敷町宿舎 三次市畠敷町1730-2    781.50  

 旧西濃運輸健康保険組合宮島荘 廿日市市宮浜温泉1-1621-15  1,032.58  

 熊野町共同宿舎 安芸郡熊野町東山43    981.00 ２３年度売却 

山

口

県 

 丸山宿舎 下関市丸山町5-1935-11    165.74 土地のみ 

 大坪宿舎 下関市栄町83-2    210.84 土地のみ 

 小羽山宿舎 宇部市南小羽山町2-136-403    550.19  

 西山宿舎 宇部市東小羽山町2-425-426    355.01 ２４年度売却 

 御堀宿舎 山口市大内御堀1563-7    156.42  

 松美宿舎 山口市松美町1647-29    481.04  

 三の宮宿舎 山口市三の宮2-2108-8    197.46  

 宮野三の宮宿舎 山口市三の宮2-2106-1    837.07  

 宮野宿舎 山口市宮野上2254-5    293.94  

 江向宿舎 萩市江向303-2    297.80 土地のみ 

 俵山船員保険保養所 長門市俵山5061-15    400.25  

 栗屋宿舎 周南市栗屋156-58    312.13 土地のみ 

  ※鳥取県(８物件)､島根県(４物件)､岡山県(７物件)､広島県(７物件)､山口県(１２物

件)＝合計３８物件 

 

  ② 実績（平成２４年度） 

      ２７物件について売払入札（不落物件の再入札も含む。）を実施した結果、７物件
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を売却しました。 

 

（４）情報公開 

  ① 概要 

   行政機関の保有する情報の公開に関する法律（情報公開法）に基づき行政文書の開

示請求に係る業務を行っています。 

 

 ② 実績（平成２４年度） 

   ・開示請求件数 ･･･････････････････････ ２９７件 

   ・開示請求に対する措置 

       全面開示 ･･････････････････････ １６２件 

       部分開示 ･･････････････････････ １３３件 

       不開示  ･･････････････････････   １件 

       取下げ  ･･････････････････････   １件 
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２ 企画調整課 

 

（１）中国地方社会保険医療協議会の運営  

 ① 概要 

地方社会保険医療協議会は、社会保険医療協議会法及び社会保険医療協議会令に基

づき、保険医療機関、保険薬局の指定及び指定の取消並びに保険医、保険薬剤師の登

録の取消について審議を行っています。平成２０年１０月１日に社会保険事務局から

中国四国厚生局へ移管され、中国地方社会保険医療協議会として発足し、その運営を

企画調整課が行っています。 

 

 ② 実績（平成２４年度） 

  中国地方社会保険医療協議会総会は、３回開催されました。 

  第９回の総会では、保険医の登録の取消、元保険医療機関の指定の取消相当及び保

険医の登録をしないことについて、第１０回の総会では、保険医療機関の指定の取消

について、第１１回の総会では、元保険医療機関の指定の取消相当及び元保険医の登

録の取消相当についての案件が議題となりました。 

  ・第 ９回総会  平成２４年 ５月２２日 

   ・第１０回総会  平成２４年 ７月１８日 

   ・第１１回総会  平成２４年１０月 ２日 

 

（２）広報に関すること 

① 概要 

   パンフレット及びホームページを通じ、地域に開かれた身近な行政窓口として積極

的に広報活動を行っています。 

   また、地域への情報発信として、職員の執筆による生の声を紹介する「せんだん通

信－中国四国厚生局だより－」を平成２３年１１月から毎月発行しています。 

これらの広報媒体をより良い内容にするため、「企画広報部会」を組織して、見直

し等の検討を行っています。 

 

 ② 実績(平成２４年度) 

   「せんだん通信－中国四国厚生局だより－」は、平成２４年４月号（第６号）から

平成２５年３月号（第１７号）まで発行し、当局ホームページに掲載しました。 

   また、「企画広報部会」等において、平成２５年度版パンフレット作成のための検

討・取りまとめを行ったほか、ホームページを利用する方の利便性の向上を図るため

に全面的な見直しの検討を行い、平成２５年３月１８日に当局ホームページをリニュ

ーアルしました。 
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（３）診療関連死の調査等に関すること 

 ① 概要 

   厚生労働省においては、医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明

・再発防止等の在り方についての検討が行われています。これを踏まえ、企画調整課

では、そうした仕組みの創設に向けた関係機関との調整に関する業務を行っています。 

 

② 実績(平成２４年度) 

  平成２４年１２月１７日に１事例が発生し、平成２５年１月１７日及び平成２５年

２月１９日の評価委員会にオブザーバーとして出席して、情報収集を行いました。 

 

（４）「国民の皆様の声」及び「中国四国厚生局意見箱」の集計について 

① 概要 

   厚生労働省において、より国民目線に立った厚生労働行政を行うため、平成２１年

１０月から国民の皆様から厚生労働本省に寄せられた厚生労働行政に対する意見・提

案及び苦情について「国民の皆様の声」として本省ホームページ上でその内容及び対

応について公表してきたところですが、平成２２年３月からは地方厚生局に寄せられ

た「国民の皆様の声」についても併せて公表することとなりました。 

   また、当局ホームページ上に「中国四国厚生局意見箱」を設けて、広く国民の皆様

からの質問や要望を受け付けています。 

なお、「中国四国厚生局意見箱」は、平成２５年３月１８日以降、当局ホームペー

ジのリニューアルに伴って「ご意見・ご要望」と「お問い合わせ（ご質問）」に変更

しました。 

 

② 実績(平成２４年度) 

  ・「国民の皆様の声」･･･････････････････ ２７件 

・「中国四国厚生局意見箱」･････････････ ６１件 

・「ご意見・ご要望」･･･････････････････  １件 

・「お問い合わせ（ご質問）」･･･････････  ３件 
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３ 年金管理課 
 

公的年金制度は、厚生労働大臣が公的年金に係る財政責任・管理運営責任を担う一方、

日本年金機構が厚生労働大臣から委任・委託を受け、その直接的な監督の下で、公的年

金に係る一連の運営業務（適用・徴収・記録管理・相談・裁定・給付等）を担っていま

す。 

中国四国厚生局では、国民の老後を支える公的年金制度について、将来にわたり持続

可能で国民が安心できる制度の確立に向けて、年金事業の運営業務を担う日本年金機構

や市町村と連携し、円滑な事業運営に取り組んでいます。 

 

（１）日本年金機構が行う滞納処分等に係る認可 

① 概要 

厚生年金保険等の保険料の徴収業務は厚生労働大臣から権限の委任を受けた日本年

金機構において実施していますが、滞納処分に関する業務の公正性、客観性を担保す

るため、日本年金機構が行う滞納処分の実施に関しては、厚生労働大臣の事前認可が

必要となっており、中国四国厚生局においてその認可に関する業務を行っています。 

 

② 実績（平成２４年度） 

・ 日本年金機構が行う滞納処分等の認可件数             （単位：件） 

県 名 
厚生年金 船員保険 国民年金 計 

通常分 緊急分 随時分 通常分 緊急分 通常分 緊急分 通常分 緊急分 随時分 

鳥 取 7,718 14 0 42 0 73 1 7,833 15 0 

島 根 8,385 10 0 82 0 93 2 8,560 12 0 

岡 山 26,798 11 0 66 0 437 6 27,301 17 0 

広 島 36,168 21 13 110 0 379 9 36,657 30 13 

山 口 13,689 9 0 302 0 132 8 14,123 17 0 

合 計 92,758 65 13 602 0 1,114 26 94,474 91 13 

（注）通常分について、督促状発行対象はすべて認可の対象となる。 
 

（２）日本年金機構の理事長が任命する徴収職員及び保険料等の収納を行う職員

の認可 

① 概要 

滞納処分を実施する職員については、日本年金機構の理事長が任命する徴収職員が

実施します。当該徴収職員及び保険料等の収納を行う収納職員については、厚生労働

大臣の事前認可が必要となっており、中国四国厚生局においてその認可に関する業務

を行っています。 
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② 実績（平成２４年度） 

・徴収職員、収納職員の認可件数（単位：件） 

 

（３）日本年金機構が行う立入検査等に係る認可 

① 概要 

厚生年金保険法及び国民年金法等の規定により日本年金機構が行う適用事業所に対

する事業所調査、未適用事業所に対する立入検査及び被保険者・受給権者に対する調

査の実施に関しても厚生労働大臣の事前認可が必要となっており、中国四国厚生局に

おいてその認可に関する業務を行っています。 

 

② 実績（平成２４年度） 

・日本年金機構が行う立入検査等の認可件数             （単位：件） 

 

（４）日本年金機構が行った滞納処分等の実施結果に係る報告 

① 概要 

日本年金機構が滞納処分等や立入検査等を行った場合は、実施結果について、報告

を受けることとなっており、滞納処分が処理要領に基づいて認可されたものであるか

どうか、いわゆる認可前に滞納処分等を執行していないか、適正に調査が実施されて

県   名 徴収職員 収納職員 

鳥   取 11 10 

島   根 10 12 

岡   山 14 13 

広   島 24 20 

山   口 21 19 

合   計 80 74 

県名 

 

立入検査等 
 

計 

 

未適用 
事業所 

 

適 用 
事業所 

 

情報提 

供によ 

る未適 

用事業 

所 

 

情報提 
供によ 
る適用 
事業所 

 

会計検 

査院の 

指摘に 

よる適 

用事業 

所 

被保険者 
 

受給権者 
 

鳥取  294 2,919  2 0 0 0  0 3,215

島根  459 4,855  1 3 0 0  0 5,318

岡山  855 12,433  24 41 0 0  3 13,356

広島  1,227 15,511  12 39 85 0  2 16,876

山口  693 7,412  2 5 55 0  0 8,167

合計  3,528 43,130  41 88 140 0  5 46,932
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いるかの確認等を行っています。 

 

② 実績（平成２４年度） 

ア 日本年金機構からの滞納処分等の実施結果報告件数（単位：件） 

（注）報告対象は認可したうち、差押（及び解除）、参加差押（及び 

解除）、交付要求（及び解除）、換価、取立、配当事務、捜索、 

換価猶予、執行停止の件数。 

イ  日本年金機構からの立入検査等の実施結果報告件数        (単位：件) 

（注）適用事業所等の立入検査等については、平成２４年４月から平成２５年 

３月までに実施結果報告を受けたもの（平成２３年９月認可分から平成 

２４年８月認可分） 

（注）受給権者等の調査については、平成２５年４月に実施結果報告を受けた 

もの（平成２４年４月認可分から平成２５年３月認可分） 

 

（５）日本年金機構との連絡調整等 

① 概要 

上記に掲げるもののほか、日本年金機構が行う年金事業が適正かつ円滑に運営され

るよう、日本年金機構との情報交換や共有化を図り、また、地域年金展開事業への協

力支援を行いました。 

 

② 実績（平成２４年度） 

年金制度関係の最近の情勢や厚生局及び日本年金機構の中国管内の業務状況などに

ついて情報交換を行いました。 

県 名  厚生年金保険等  国民年金  

鳥 取  688  24

島 根  1,092  38

岡 山  1,933  113

広 島  3,179  147

山 口  1,418  127

合 計  8,310  449

県 名 

適用事業所等 受給権者 

合 計 
実施  

実施不能 

及び未実施 
実施  

実施不能 

及び未実施 

鳥  取  2,795 121 0 0 2,916

島  根  3,692 667 0 0 4,359

岡  山  7,208 4,181 3 0 11,392

広  島  10,628 3,875 1 1 14,505

山  口  5,776 1,308 0 0 7,084

合  計  30,099 10,152 4 1 40,256
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ア 日本年金機構中国ブロック本部との事務打合せ会議の開催･･･････５回 

（平成２４年４月、６月、９月、１２月、平成２５年３月に開催） 

イ 地域年金展開事業の実施に係る関係機関（団体）への協力依頼の送付 

（関係機関（団体）：中国５県（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県）の

自治体、教育関係機関、経済団体及び社会保険労務士会） 

ウ 地域年金事業運営調整会議（各県代表年金事務所主催）への参加 

（平成２４年１２月７日 岡山県、１２月２５日 山口県、平成２５年１月３０

日 広島県、２月２７日 鳥取県、３月５日 島根県、３月７日 山口県、３

月２６日 岡山県） 

 

（６）社会保険労務士に関すること 

① 概要 

社会保険労務士法に関する業務は厚生労働大臣が行うものとされ、そのうち社会保

険諸法令に関するものは、地方厚生局長に委任（以下アからキ）されています。 

ア 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対する報告及び検査 

イ 社会保険労務士が社会保険労務士法等に違反した場合の社会保険労務士会等から

の通知の受理 

ウ  社会保険労務士会の総会決議の取消及び役員の解任の命令 

エ  社会保険労務士会に対する報告徴収、勧告及び調査 

オ  社会保険労務士会からの社会保険労務士等に対して注意勧告を行った場合の報告 

カ  社会保険労務士に不正があった場合の懲戒処分に係る聴聞 

キ  全国社会保険労務士会連合会が実施している社会保険労務士試験への協力 

 

② 実績（平成２４年度） 

上記アからカに係る事案はありませんでした。 

また、各県の社会保険労務士会総会に出席するとともに、会則変更の報告を受けま

した。 

 

③ 中国管内の社会保険労務士会の状況（平成２５年１月末現在） 

県 名 

会員数 （単位：人） 社労士法

人数(単位

：法人) 

特定社会

保険労務

士（再掲） 

(単位：人) 

「街角の

年金相談

センター」

開設数 

 

 開 業 勤 務 その他 

鳥 取 133 86 24 23 2 41 0 

島 根 130 85 45 0 2 32 0 

岡 山 468 273 137 58 4 133 1 

広 島 778 599 131 48 13 265 2 

山 口 283 193 55 35 2 87 1 

合 計 1,792 1,236 392 164 23 558 4 
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（７）年金委員に関すること 

① 概要 

「年金委員」は、政府管掌年金事業の運営に協力して、国民の理解を高めるための

啓発や被保険者又は受給権者からの相談に応じた助言を行うなど、民間協力者として

の活動を行っています。この「年金委員」は、厚生年金保険の適用事業所において活

動する職域型年金委員と、地域において主に国民年金に関する活動を行う地域型年金

委員とに区分されています。 

中国四国厚生局では、適用事業所の事業主や市町村長等からの推薦に基づき、日本

年金機構が年金委員としてふさわしいと判断した候補者のうちから委嘱を決定し、委

嘱状や年金委員証明書の交付事務等を行っています。 

 

② 実績（平成２４年度） 

年金委員の委嘱・解嘱の状況及び平成２４年度末現在の年金委員数については次の

とおりです。 

・委嘱及び解嘱の状況（単位：人） 

・平成２４年度末現在の年金委員（職域型、地域型）の状況（単位：人）  

 

（８）市町村に交付する国民年金等事務費交付金に関すること 

① 概要 

国民年金法では、国民年金事業のうち各種届出書の受理など地域住民に密着した事

務（国民年金への加入や基礎年金などの請求手続きの事務等）は、法定受託事務とし

県   名  

職域型  地域型  

委嘱  解嘱  委嘱  解嘱  

鳥   取  32 22 89 119

島   根  45 48 20 83

岡   山  328 241 25 49

広   島  95 163 85 153

山   口  89 98 37 50

合   計  589 572 256 454

県   名  

年金委員数  

計  職域型  地域型  

鳥   取  935 138 1,073

島   根  906 30 936

岡   山  3,496 26 3,522

広   島  3,941 85 4,026

山   口  2,148 37 2,185

合   計  11,426 316 11,742
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て市町村が行うこととされており、これらの事務処理等に必要な費用は、国民年金等

事務費交付金（以下「国民年金交付金」という。）として、国民年金法に基づき国が

交付することとされています。また、法定受託事務以外にも市町村が国民年金事務に

関し協力連携として行った事務について、交付要綱に基づき国民年金交付金の対象と

しています。 

中国四国厚生局では、国民年金交付金の交付に関して、市町村の申請に基づく概算

交付申請や精算交付申請に関する審査等の事務、決算審査及び実地審査等を行うとと

もに、法定受託事務に関する市町村との連絡調整を行います。 

 

② 実績（平成２４年度） 

国民年金交付金の適正な処理等のため、決算実地審査のほか、次の事業を実施しま

した。 

ア 市町村国民年金事務担当者初任者研修会において、交付金事務の研修を実施（５

月） 

イ 支出見込額報告書の提出前に国民年金等事務費交付金説明会を実施（１月） 

ウ 広島県、岡山県都市国民年金協議会等に出席して交付金にかかる意見要望の回答

を実施（４、１１月） 

 

・平成２４年度の交付状況                                 （単位：千円） 

（注）市町村数は、平成２４年度末現在数 

 

（９）健康保険事務指定市町村交付金に関すること 

① 概要 

健康保険法第３条第２項の規定による被保険者（日雇特例被保険者）に係る保険者

の業務のうち、厚生労働大臣が行うこととされている健康保険被保険者手帳の交付及

び収受その他これらに付帯する業務は、法定受託事務として、厚生労働大臣が指定す

る市町村（以下「事務指定市町村」という。）の長が行うものとされています。 

中国四国厚生局では、この事務指定市町村の指定及び取消の手続き等の業務を行っ

ています。 

 

県   名 市町村数 
申請市 

町村数 交付決定額 
 

概算交付額 精算交付額 

鳥   取  19 19 107,403 54,926 52,477

島   根  19 19 121,689 58,360 63,329

岡   山  27 27 338,458 165,900 172,558

広   島  23 23 538,124 264,611 273,513

山   口  19 19 246,534 120,574 125,960

合   計  107 107 1,352,208 664,371 687,837
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② 実績（平成２４年度） 

・平成２４年度の状況 

（注）指定市町数は、平成２４年度末現在数 

 

 

（10）学生納付特例事務法人に関する業務 

① 概要 

学生納付特例事務法人は、大学や専門学校等が在籍する学生・生徒である国民年金

第１号被保険者の委託を受けて、保険料の学生納付特例申請に関する事務を代行でき、

大学や専修学校等が学生納付特例事務法人となるためには、厚生労働大臣の指定が必

要です。 

中国四国厚生局では、学生納付特例事務法人の指定のほか、不適切な事務処理があ

った場合の改善命令や法人指定の取り消し等の事務を行います。 

 

② 実績（平成２４年度） 

学生納付特例事務法人を新たに１件指定しました。 

また、１１月の｢ねんきん月間｣に併せ、管内の大学、短期大学及び専修学校３７１

校に対して学生納付特例制度の周知及び学生納付特例事務法人制度の協力依頼を行い

ました。 

 

③ 中国管内の学生納付特例事務法人又は教育施設（平成２４年度末現在） 

・学生納付特例事務法人 １２法人 

・学生納付特例事務取扱教育施設 ２施設 

 

（11）保険料納付確認団体に関する業務 

① 概要 

保険料納付確認団体は、同種同業者の団体が厚生労働大臣の指定を受けます。この

団体を通して、会員である国民年金第１号被保険者は、自分の保険料納付状況を定期

的に確認することができます。 

中国四国厚生局では、団体の指定のほか、不適切な事務処理があった場合の改善命

令や指定の取り消し等を行います。 

 

② 実績（平成２４年度） 

新たに指定等を行った団体はありません。 

 

③ 中国管内の保険料納付確認団体（平成２４年度末現在） 

１団体 

 

県 名 島 根 岡 山 広 島 山 口 合 計 

指定市町数 

 

１ １ １３ １ １６
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４ 社会保険審査官 

 

（１）社会保険の行政処分に対する審査請求に関すること 

① 概要 

社会保険審査官は、「社会保険審査官及び社会保険審査会法（以下「官会法」とい

う。）」に基づき設置され、厚生労働大臣から任命された独立した機関であり、健康

保険法、船員保険法、厚生年金保険法及び国民年金法による処分に対する不服申立て

について、「官会法」に基づき、審査官（審査請求）及び審査会（再審査請求）によ

る２段階の不服審査制度が設けられています。 

社会保険審査官は、審査官個人が独立して審査請求に対して審理を行い、容認又は

棄却の決定を行うものです。 

 

② 実績（平成２４年度） 

・審査請求事件取扱状況（平成２４年４月～平成２５年３月） 

 
繰越 

件数 

受付 

件数 
合計 移送 取下 却下 容認 棄却 計 

未処理 

件 数 

健 康 保 険 5 52  57 1 ０    1 1 48   51 6 

船 員 保 険 0 0    0 0 ０ 0    0 0    0     0 

厚生年金保険 53  238  291  11  22   7 18  158 216 75 

国 民 年 金 49  333 382 0 4   5  28  271 308    74 

  計 107 623 730 12 26 13 47 477 575 155 
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単月 累計 単月 累計 単月 累計 単月 累計 単月 累計 単月 累計 単月 累計 単月 累計 単月 累計 単月 累計 単月 累計 単月 累計

107 107 0 107 0 107 0 107 0 107 0 107 0 107 0 107 0 107 0 107 0 107 0 107

34 34 31 65 50 115 43 158 51 209 45 254 67 321 63 384 68 452 63 515 47 562 61 623

141 141 31 172 50 222 43 265 51 316 45 361 67 428 63 491 68 559 63 622 47 669 61 730

3 3 1 4 2 6 1 7 3 10 0 10 4 14 0 14 4 18 3 21 1 22 4 26

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 3 10 1 11 1 12 0 12 0 12

健 健保給付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

国 障害給付 0 0 1 1 4 5 0 5 2 7 0 7 3 10 2 12 4 16 3 19 5 24 4 28

障害給付 0 0 1 1 1 2 2 4 2 6 0 6 4 10 0 10 2 12 1 13 1 14 2 16

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

0 0 2 2 5 7 2 9 4 13 0 13 7 20 2 22 6 28 5 33 6 39 8 47

0 0 0 0 3 3 0 3 2 5 1 6 0 6 0 6 0 6 1 7 5 12 1 13

老齢給付 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 2 0 2 1 3 0 3 0 3 0 3

障害給付 16 16 26 42 14 56 14 70 18 88 31 119 15 134 15 149 14 163 41 204 10 214 37 251

死亡一時金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 2

保険料 1 1 1 2 1 3 0 3 2 5 3 8 2 10 1 11 0 11 2 13 2 15 0 15

遺族給付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

老齢給付 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 2 0 2 1 3

障害給付 14 14 9 23 12 35 13 48 6 54 6 60 14 74 13 87 11 98 11 109 8 117 12 129

遺族給付 0 0 4 4 0 4 0 4 0 4 2 6 2 8 0 8 1 9 3 12 0 12 2 14

その他 4 4 0 4 1 5 3 8 2 10 0 10 1 11 0 11 0 11 0 11 0 11 1 12

被保険者資格 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

標準報酬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 7 1 8 0 8 0 8 0 8

療養の給付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

療養費 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 0 3

傷病手当 1 1 6 7 2 9 4 13 2 15 4 19 6 25 7 32 1 33 1 34 2 36 1 37

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

船 その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 37 46 83 30 113 35 148 31 179 46 225 42 267 42 309 30 339 59 398 25 423 54 477

37 37 48 85 38 123 37 160 37 197 47 244 49 293 44 337 36 373 65 438 36 474 63 537

- 101 - 83 - 93 - 98 - 109 - 107 - 114 - 130 - 157 - 151 - 161 - 155

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合

82 81% 60 72% 70 75% 85 87% 91 83% 88 82% 99 87% 114 88% 128 82% 124 82% 99 61% 103 66%

19 19% 23 28% 21 23% 12 12% 18 17% 19 18% 15 13% 16 12% 29 18% 27 18% 62 39% 51 33%

0 0% 0 0% 2 2% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1%

　　平成２４年４月より１名欠員

平成２４年度業務実績

項目

○社会保険審査官の体制

　　平成２２年１月より審査官７名体制（以前は各県２名で１０名）

３月末

平成２４年度

平成２４年度
３月末

１月末 ２月末

１月末 ２月末６月末

７月末

２１年度

433

８月末

２２年度

620

２３年度

708387

２０年度中国管内受付
件数　合計

４月末 ５月末

６０日以内

６１日～６ヶ月未満

６ヶ月以上

８月末

移送

６月末４月末 ５月末

取下

受
理
件
数

前年度からの繰越件数

各月の受理件数

小計

９月末 １０月末 １１月末 １２月末

１０月末 １１月末 １２月末９月末

　

７月末

残　件数

合計

残
件
数
の
内
訳

経過日数

決
定
件
数

小計

容
認 厚

厚

却下

国

棄
却

健

小計
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＜健康福祉部＞  

 

５ 健康福祉課 

 

（１）中小企業等協同組合に関する業務 

①  概要 

中小企業等協同組合には、事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信

用協同組合、協同組合連合会、企業組合の６種があり、このうち厚生労働省が関わる

組合は、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会の３種です。 

中国四国厚生局では、厚生労働省が所管する組合（２以上の都道府県の区域で事業

を行う組合でかつ厚生労働行政に関係ある業種が組合員資格となっている組合）で、

主たる事務所の所在地が、中国管内５県にあるものの設立や定款変更の認可等の業務

を行っています。 

 

② 実績（平成２４年度） 

所管する組合数 ８１組合（平成２５年３月末現在） 

・設立の認可 ･･････････････  １件 

・定款変更の認可 ･･････････ ３７件 

 

（２）各種指定医療機関に関する業務 

① 公費負担医療の指定医療機関 

ア 概要 

次の公費負担医療の指定医療機関について、指定、指定取消、廃止・辞退の届出の

受理、変更届の受理等の業務を行っています。 

(ｱ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定医療機関 

(ｲ) 母子保健法に基づく指定養育医療機関 ＊ 

(ｳ) 児童福祉法に基づく指定療育機関 ＊ 

(ｴ) 生活保護法に基づく指定医療機関及び指定介護機関 ＊ 

(ｵ) 戦傷病者特別援護法に基づく 指定医療機関 

（注）＊については、国の開設したもの（独立行政法人国立病院機構、国立大学法人

附属病院及び逓信病院等）に限ります。 

 

イ 実績（平成２４年度） 

(ｱ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定医療機関 

・指定医療機関指定 ･･････････ ６８件 

・指定の辞退届 ･･････････････ ２５件 

・開設者等の変更届 ･･････････ １７件 

(ｲ) 母子保健法に基づく指定養育医療機関 ＊ 

・指定医療機関指定 ･･････････  ０件 

20



・開設者等の変更届 ･･････････  ３件 

(ｳ)  児童福祉法に基づく指定療育機関 ＊ 

・指定医療機関指定 ･･････････  ０件 

・開設者等の変更届 ･･････････  ０件 

(ｴ)  生活保護法に基づく指定医療機関及び指定介護機関 ＊ 

・指定医療機関指定 ･･････････  ０件 

・開設者等の変更届 ･･････････  ３件 

(ｵ)  戦傷病者特別援護法に基づく指定医療機関 

・指定医療機関指定 ･･････････  ０件 

・開設者等の変更届 ･･････････    ４件 

 

② 特定感染症指定医療機関 

特定感染症指定医療機関の費用負担を適正なものとするため、指定医療機関への報

告請求及び検査に係る業務を行っています。 

なお、中国四国厚生局では、該当する医療機関はありません。 

 

（３）病原体等所持に関する業務 

① 概要 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において、病原性を有し、

国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある感染症の病原体等について、その所

持、輸入の禁止、許可、届出、基準の遵守等の規制を設け、管理体制の確立を行うこ

ととされています。 

中国四国厚生局では、三種病原体等の所持又は輸入の届出に関する業務、三種及び

四種病原体等所持に関する管理監督業務を行っています。 

 

② 実績（平成２４年度） 

所管する三種病原体等所持機関数 １３施設（平成２５年３月末現在） 

・所持届出の受理 ････････････  １件 

・所持変更届の受理 ･･････････  ４件 

・立入検査 ･･････････････････  ５施設 

 

（４）生活衛生同業組合に関する業務  

① 概要 

生活衛生同業組合は業種毎に、都道府県単位で厚生労働大臣の認可により設立され、

営業者の自主的活動による衛生水準の向上及び経営安定のための指導や研修、共同事

業、共済事業等を実施しています。 

組合は、組合員である生活衛生関係営業者の営業の振興を図るために必要な事業に

関する計画（振興計画）を作成し、この計画が、厚生労働大臣の定める各業種に係る

営業の振興に必要な事項に関する指針（振興指針）に適合等する場合には、厚生労働

大臣の認定を受けることができるとされています。 
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この認定を受けることにより、この計画に基づく施設設備整備費や運転資金が、株式

会社日本政策金融公庫から借入できることとなり、また、租税特別措置法よる原価償却

の特例が認められることとなっています。 

なお、認定を受けた組合は、毎事業年度毎に振興計画の実施状況を厚生労働大臣に報

告することとされています。 

中国四国厚生局では、組合が作成する振興計画の認定及び取消、変更認定、実施状況

報告の受理に関する業務を行っています。 

○「振興指針」の見直しの状況 

平成１９年度   食鳥肉販売業 

平成２０年度  飲食店営業（すし店）、クリーニング業、理容業、美容業、興行場

営業 

平成２１年度   飲食店営業（めん類）、旅館業、旅館業（簡易宿所）、浴場業 

平成２２年度  食肉販売業、氷雪販売業 

平成２３年度  飲食店営業（一般飲食店、中華料理業、料理業及び社交業）、喫茶

店営業 

平成２４年度  食鳥肉販売業 

※ 振興指針は業種毎に定められ、５年毎に見直されています。 

 

② 実績（平成２４年度） 

管内の組合数 ９７組合（平成２５年３月末現在） 

うち振興計画作成組合数 ９１組合 

振興計画を認定したもの 

・振興計画の新規認定 ･･･････････････ なし 

・振興計画の変更認定 

平成２４年度からの振興計画変更 ･････ ２４組合（飲食店営業（一般飲食業、

中華料理業、料理業及び社交業）、

喫茶店営業） 

 

（５）児童扶養手当の支給事務に関する指導監査 

① 概要 

平成１４年８月から児童扶養手当の受給資格認定等の事務が都道府県から市及び福

祉事務所設置町村へ権限移譲されたことに伴い、指導監査の対象についても市等まで

拡大されたことから、平成１５年度より、中国四国厚生局管内の市等に対する指導監

査を実施しています。 

本指導監査は、児童扶養手当支給事務の円滑な実施の確保を目的として、地方自治

法第２４５条の４の規定に基づき実施するものであり、児童扶養手当支給事務指導監

査実施要綱により、各市等に対し原則として３年に１回行っています。 

指導監査に当たっては、事前提出資料を精査した上で、市等へ出向き、関係者から

ヒアリングを行い、必要な是正又は改善指導や技術的な助言を行っています。 

なお、指導監査の結果、是正又は改善指導や技術的な助言の必要がある場合には、
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文書をもって行うとともに、その結果について報告を求めることとしています。 

 

② 実績（平成２４年度） 

・実施状況 ･･････････ ３県１７市町 

 

（６）生活保護法の施行事務に関する指導監査 

① 概要 

地方自治体が行う生活保護法施行事務のうち、生活保護の医療扶助の適正実施の観

点から、自立支援医療（人工透析療法）の優先適用に係る監査、向精神薬に関する重

複処方状況の確認監査を、生活保護法第２３条の規定に基づき実施するものです。 

指導監査の対象は、中国四国厚生局管内の県、政令指定都市、中核市であり、生活

保護監査官が担当し、県市へ出向き実地に行っています。 

 

② 実績（平成２４年度） 

・実施状況 ･･････････ ９県８市 

 

（７）保護施設に対する指導監査 

① 概要 

保護施設に対する指導監査は、保護施設の適正な運営の確保を図ることを目的とし

て、生活保護法第２３条の規定に基づき実施しています。 

指導監査の対象は、中国四国厚生局管内の県、政令指定都市、中核市が設置する保

護施設であり、社会福祉法人指導監査と同様に社会福祉監査官が担当し、対象となる

施設へ出向き実地に行っています。 

（注）政令指定都市・中核市以外の市町村が設置する保護施設及び社会福祉法人が政

令指定都市・中核市以外の市町村に設置する保護施設の指導監査は、都道府県が

実施し、政令指定都市・中核市内に社会福祉法人が設置する保護施設の指導監査

は、政令指定都市・中核市が実施しています。 

 

② 実績（平成２４年度） 

・実施状況 ･･････････ 対象施設２施設のうち１施設 

 

（８）消費生活協同組合の許認可等に関する業務 

① 概要 

消費生活協同組合は、消費者の自発的な生活協同組織の発展を図り、国民生活の安

定と生活文化の向上を目的に、消費生活協同組合法の規定に基づき設立される組合で、

一定の地域又は職域による人と人との結合（相互扶助組織）であること、非営利であ

るあること、組合員以外の利用の原則禁止などを基本とし、供給事業（共同購入、店

舗供給等）、利用事業（病院、食堂等）、生活文化事業（講演会、音楽会等）、共済

事業（生命、火災、自賠責等）、教育事業（組合事業の知識の向上を図るための研修

会等）を行います。 
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その設立・解散や定款変更等の認可、各種承認などの事務については、厚生労働省

又は都道府県が実施しています。各組合の監督官庁が厚生労働省又は都道府県のどち

らになるかについては、その組合の事業を行う地域又は職域が一つの都道府県の区域

に限られている組合はその都道府県が所管し、都道府県を越える地域又は職域で事業

を行う組合は厚生労働省の所管となっています。このうち、中国四国管内で県を超え

えた地域又は職域で事業を行っている組合は、中国四国厚生局の所管となっています。 

 

② 実績（平成２４年度） 

所管する組合数 ５組合（平成２５年３月末現在） 

・定款変更の認可 ･･････････ ３件 

 

（９）消費生活協同組合に対する指導 

① 概要 

消費生活協同組合の適正な運営を図ることを目的として、消費生活協同組合法に基

づき実施するものです。 

指導の対象は、中国四国厚生局管内の複数の県で事業活動する消費生活協同組合で

あり、社会福祉法人指導監査と同様に社会福祉監査官が担当し、対象となる組合へ出

向き実地に行っています。 

（注）消費生活協同組合の行う事業活動の区域が、県の管轄する区域に限られている

場合は当該県が実施し、地方厚生局の管轄区域をまたがって事業活動を行ってい

る場合は厚生労働本省が実施しています。 

 

② 実績 

・実施状況 ･･････････ １組合（生活協同組合コープ自然派しこく） 

 

（10）民生委員・児童委員に関する業務 

① 概要 

民生委員は、民生委員法の規定に基づき、都道府県知事が、市町村に設置された民

生委員推薦会から推薦された者について、地方社会福祉審議会の意見を聴いて推薦し、

厚生労働大臣が委嘱することになっており、その任期は３年です。 

民生委員は、福祉事務所等関係行政機関に対する協力業務などを行ったり、民間の

篤志奉仕者として、一人暮らし老人等の援護活動、心配事相談活動など自主的な民間

福祉活動に努めています。 

なお、民生委員は児童福祉法の規定により、児童委員を兼務することとされており、

その中で、主に児童委員の業務を担当する民生・児童委員が主任児童委員とされてい

ます。 

中国四国厚生局では、中国５県における民生委員・児童委員の委嘱・解嘱、主任児

童委員の指名、厚生労働大臣感謝状の授与や厚生労働大臣表彰の業務を行っています。 
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② 実績（平成２４年度） 

管内の民生委員・児童委員数 １７,８２４名（平成２５年３月末現在） 

うち主任児童委員 １,８８４名 

（単位：名） 

 

委嘱等の状況 

・委嘱 ･･････････････････････････ ２６８名 

・解嘱 ･･････････････････････････ ３０１名 

・主任児童委員の指名 ････････････  ２６名 

・厚生労働大臣感謝状授与 ････････ １１２名 

・厚生労働大臣表彰及び特別表彰 ･･  ４２名＋３団体 

 

（11）特別弔慰金国庫債券等に関する業務 

① 概要 

特別弔慰金及び特別給付金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法、戦没者

等の妻に対する特別給付金支給法等の規定に基づき、戦没者等の遺族等に対し、国と

して弔慰の意を表すため、あるいは精神的痛苦を慰藉するために、記名国債により支

給されます。 

支給を受けた者のうち、生活保護を受けている者、あるいは受ける状態になるおそ

れがあると福祉事務所長が認める者は、支払期日前に国庫債券の全部について、額面

金額より定められた率により割引された価格で特別買上償還を受けることにより、そ

の全額を受け取ることができます。 

中国四国厚生局では、この特別弔慰金及び特別給付金国庫債券の特別買上償還を受

けるために必要な「買上を必要とする旨の証明書」の交付業務を行っています。 

 

② 実績（平成２４年度） 

・証明書の交付 ･･････････ ３０件 

 

（12）精神保健指定医に関する業務 

① 概要 

精神保健指定医は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づき、一

定の要件を満たす医師の申請に基づき、厚生労働省が医道審議会医師分科会、精神保

健指定医資格審査部会の意見を聴いて指定しています。指定された医師は、精神障害

 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 

委員数 

うち主任児童委員 

1,659

214

2,264

271

2,337

276

3,120

250

3,048

320

 広島市 岡山市 倉敷市 福山市 下関市 

委員数 

うち主任児童委員 

1,911

197

1,196

147

731

88

882

70

676

51
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者に対する措置入院（指定医の判定により強制的に入院させること）や入院中の行動

の制限等の要否の判定などを行います。 

中国四国厚生局では、精神保健指定医について、指定申請書の受理、審査及び本省

への送付、新規指定及び５年ごとの研修受講等による指定医証の交付、辞退・死亡届

の受理等の業務を行っています。 

 

② 実績（平成２４年度） 

管内の精神保健指定医数 １,５１８名（平成２５年３月末現在） 

（単位：名） 

 

・指定医証の発行（新規） ･･････････  ４２名 

・指定医証の発行（更新） ･･････････ ２３４名 

 

（13）地方自治体に対する補助金等の交付に関する業務 

①  概要 

地方自治体に対する補助金等の交付に関する業務については、県・市町村等からの

交付申請書・実績報告書の審査、交付決定・精算確定等を行っています。 

 

② 実績等（平成２４年度） 

次のとおり交付決定等を行っています。 

 

交付要綱等名 交 付 目 的 交付先 

結核医療費国庫

負担（補助）金

交付要綱 

都道府県、保健所を設置する政令市及び特別

区が行う一般患者に対する医療に要する費用等

並びに従業禁止・命令入所患者に対する医療に

要する費用の一部を補助することにより、結核

の予防及び結核患者に対する適正な医療の普及

を図り、もって公共の福祉の増進を図ることを

目的とする。 

５県６市 

（県、地域保健法

施行令第１条に

定める市（指定都

市、中核市、呉

市）） 

原子爆弾被爆者

の健康診断等に

要する経費交付

要綱 

都道府県、広島市及び長崎市が行う原爆被爆

者の健康診断に要する経費を交付することによ

り、被爆者の健康の保持及び向上を図ることを

目的とする。 

５県１市 

（県、広島市） 

原爆被爆者手当

交付金交付要綱 

都道府県、広島市及び長崎市が行う医療特別

手当、特別手当、健康管理手当、保健手当並び

に原子爆弾小頭症手当の手当支給事業に要する

経費の全部を交付することにより、被爆者の受

療の促進、健康の保持促進を図ることを目的と

する。 

５県１市 

（県、広島市） 

原爆被爆者葬祭

料交付金交付要

綱 

都道府県、広島市及び長崎市が行う原爆被爆

者葬祭料支給事業に要する経費の全部を交付す

ることにより、被爆者の精神的不安を和らげる

ことを目的とする。 

５県１市 

（県、広島市） 

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 

81 96 289 342 178 123 126 160 123
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交付要綱等名 交 付 目 的 交付先 

保健衛生施設等

施設・設備整備

費国庫補助金交

付要綱 

感染症指定医療機関、精神科病院等の施設及

び設備を整備し、地域住民の健康増進並びに疾

病予防及び治療を行い、もって公衆衛生の向上

に寄与することを目的とする。 

５県、３市、８法

人 

（県、市町村等） 

児童扶養手当給

付費国庫負担金

交付要綱 

都道府県知事等が行う児童扶養手当の支給に

要する費用の一部を負担することにより、経済

的支柱である父又は母と生計を同じくしていな

い児童が育成される家庭の生活の安定と自立の

促進に寄与し、もって児童の福祉の増進を図る

ことを目的とする。 

４県９０市町村 

（県、市及び福祉

事務所を設置す

る町村） 

特別児童扶養手

当事務取扱交付

金交付要綱 

都道府県知事等が、特別児童扶養手当等の支

給に関する法律に基づいて特別児童扶養手当の

支給事務を行うための経費を交付する。 

５県１０３市町

村 

（県、市町村） 

特別障害者手当

等給付費国庫負

担金交付要綱 

都道府県等が行う特別障害者手当、障害児福

祉手当等の支給に要する費用の一部を負担する

ことにより、精神又は身体に重度の障害を有す

る者の福祉の増進を図る。 

４県８９市町村 

（県、市及び福祉

事務所を設置す

る町村） 

婦人保護費国庫

負担金及び国庫

補助金交付要綱 

売春防止法に基づき要保護女子についてその

転落の未然防止と保護更生を図ること及び配偶

者暴力防止法に基づき配偶者からの暴力被害者

である女性の保護等を目的とする。 

５県 

（県） 

地域介護・福祉

空間整備等施設

整備交付金及び

地域介護・福祉

空間整備推進交

付金交付要綱 

地域における公的介護施設等の計画的な整備

等の促進に関する法律に基づき、面的整備計画、

介護療養型医療施設転換整備計画及び先進的事

業整備計画の事業等の実施に要する経費を交付

することにより、地域における公的介護施設等

の施設等整備事業を推進することを目的とす

る。 

１４市町 

（市町村） 

次世代育成支援

対策施設整備交

付金交付要綱 

次世代育成支援対策推進法の規定に基づき、

児童福祉施設等の整備に要る経費の一部を交付

することにより、次世代育成支援対策を推進す

ることを目的とする。 

２県２市 

（県、市町村） 

児童入所施設措

置費等国庫負担

金交付要綱 

児童福祉法第２７条第１項第３号による施設

等への入所又は委託、第２２条による助産の実

施、第２３条による母子保護の実施に係る同法

第４５条の最低基準の維持を図る。 

５県７２市町村 

（県、市及び福祉

事務所を設置す

る町村） 

保育所運営費国

庫負担金交付要

綱 

保育所の運営に必要な経費を負担することに

より、保育所において保育に欠ける児童に対し

て保育の実施を図る。 

９５市町村 

（市町村） 

社会福祉施設等

施設整備費国庫

補助金交付要綱 

福祉各法等の規定に基づき、地方公共団体等

が整備する施設整備等に要する費用の一部を負

担（補助）することにより、施設入所者等の福

祉の向上を図ることを目的とする。 

５県３市 

(県・指定都市及

び中核市） 

 

（14）財産処分に関する業務 

① 概要 

補助金等の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産を処分する場合（補助金

等の交付の目的に反して使用する、譲渡する、交換する、貸し付ける、担保に供する、

取り壊すことなどをいいます。）は、厚生労働大臣等の承認が必要となります。補助

金等の交付を受けた施設などに対する国庫補助財産の財産処分については、その業務
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を平成１６年度から行っており、管内各県等から提出された財産処分承認申請書や報

告書（包括承認事項）の承認、受理などを行っています。 

 

② 実績（平成２４年度） 

・財産処分の承認 ･･････････ ２３件 

・財産処分報告書の受理 ････ ４９件 

 

（15）その他 

エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）及び地球温暖化対策の推進に

関する法律（温対法）に基づく報告書の受理等に関する業務を行っており、平成２４

年度は、省エネ法１００件、温対法７件の報告書を受理しました。 

また、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサ

イクル法）に基づく報告徴収・立入検査等に関する業務、クリーニング業法に基づく

指定試験機関の指定等に関する業務等を行っていますが、平成２４年度における業務

実績はありませんでした。 
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６ 指導養成課 

（１）各種養成（所）施設等の指定･登録及び指導監督等 

① 概要 

中国５県に所在する次の３９種類（科目確認大学等を含む。）の養成（所）施設等

について、指定・登録、指定の取消、変更の承認、各種届出・報告書の受理及び指導

監督等の業務を行っています｡ 

 

・救急救命士養成所           ・管理栄養士養成施設 

・診療放射線技師養成所         ・調理師養成施設 

・臨床検査技師養成所          ・理容師養成施設 

・理学療法士養成施設          ・美容師養成施設 

・作業療法士養成施設          ・製菓衛生師養成施設 

・視能訓練士養成所           ・食品衛生管理者養成施設及び食品衛生監視員養成施設 

・臨床工学技士養成所          ・食鳥処理衛生管理者養成施設 

・義肢装具士養成所           ・児童福祉司養成施設 

・言語聴覚士養成所           ・児童福祉施設職員養成施設 

・あん摩マッサージ指圧師養成施設    ・指定保育士養成施設 

・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師養成施設  ・社会福祉士養成施設 

・はり師・きゅう師養成施設       ・介護福祉士養成施設 

・柔道整復師養成施設          ・実務者養成施設（介護福祉士） 

・歯科衛生士養成所           ・福祉系高等学校等（介護福祉士） 

・歯科技工士養成所           ・社会福祉主事養成機関 

・保健師養成所（統合ｶﾘｷｭﾗﾑを含む）   ・身体障害者福祉司養成施設 

・助産師養成所             ・知的障害者福祉司養成施設 

・看護師養成所             ・精神保健福祉士養成施設 

・栄養士養成施設            ・科目確認大学等（社会福祉士、精神保健福祉士） 

 

（注１）調理師養成施設の入学資格、調理師試験の受験資格、理容師・美容師養成施

設及び食鳥処理衛生管理者養成施設の入学資格について、学校教育法に規定

されない各種学校等の卒業生に対する学力認定についても行っています。 

（注２）「実務者養成施設（介護福祉士）」は、介護福祉士の養成に係る制度改正に

より新たに創設されたもので、平成２３年度の後期より指定等に係る業務を

行うこととなりました。 

なお、「科目確認大学等（精神保健福祉士）」に係る事務については、今後、

本省より委任の予定となっております。 
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② 指定等の状況 

ア 中国四国厚生局が所管する養成施設数及び課程数等 

（平成２５年３月末現在：３３５施設３９０課程） 

（注１）「食管・食監養成施設」は「食品衛生管理者養成施設及び食品衛生監視員養成

施設」を指します。 

（注２）平成２５年３月末をもって指定を取消した養成施設、平成２５年３月末までで

施設を廃止し、その後廃止届を提出予定の養成施設は含みません。 

 

イ 新規指定件数（平成２４年度：１９課程） 

（注１）実務者養成施設（介護福祉士）については、平成２４年１０月から開設した

養成施設が２、平成２５年４月及び平成２５年５月から開設する養成施設がそ

れぞれ１、平成２５年６月から開設する養成施設が４となっています。 

（注２）実務者養成施設（介護福祉士）以外の施設については、いずれも平成２５年

４月１日から開設する養成施設を指定したものです。 

 

 

 

 

施設の種類 

 
施設数 課程数 施設の種類 

 
施設数 課程数 

救急救命士養成所 

理学療法士養成施設 

作業療法士養成施設 

視能訓練士養成所 

臨床工学技士養成所 

言語聴覚士養成所 

はり師・きゅう師養成施設 

柔道整復師養成施設 

歯科衛生士養成所 

歯科技工士養成所 

保健師・看護師(統合カリキュラム)養成所 

助産師養成所 

看護師養成所 

栄養士養成施設 

管理栄養士養成施設 

１

１４

１２

１

１

３

３

４

９

６

２

２

４４

１１

１４

１

１６

１２

１

１

３

５

７

９

６

２

２

５１

１５

１４

調理師養成施設 

理容師養成施設 

美容師養成施設 

製菓衛生師養成施設 

食管・食監養成施設(注1) 

指定保育士養成施設 

社会福祉士養成施設 

介護福祉士養成施設 

福祉系高等学校等(介護) 

実務者養成施設（介護福祉士） 

社会福祉主事養成機関 

精神保健福祉士養成施設 

科目確認大学等(社会) 

科目確認大学等(精神) 

 

１６

９

１７

１１

２１

４５

５

３６

１０

２

２

３

２１

１０

２０

１５

３１

１４

２４

４７

６

３７

１０

２

２

５

２２

１０

施設の種類 課程数 施設の種類 課程数 

臨床工学技士養成所 

理学療法士養成施設 

言語聴覚士養成所 

歯科衛生士養成所 

看護師養成所 

１

１

１

１

１

美容師養成施設 

食管・食監養成施設 

指定保育士養成施設 

実務者養成施設（介護福祉士） 

 

１

４

１

８
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  （平成２４年度新規指定の状況） 

（注１）※１は平成２４年１０月から開設した養成施設、※２は平成２５年５月、※

３は平成２５年６月から開設する養成施設です。 

（注２）※１、※２及び※３以外は、すべて平成２５年４月１日から開設する養成施

設を指定したものです。 

 

 

施設の種類  施 設 名  所在地  課程  入学定員  

臨床工学技士養成所 

 

出雲医療看護専門学校 
臨床工学技士学科 

島根県  
出雲市  

昼間  
３年 ４０名

理学療法士養成施設 出雲医療看護専門学校 
理学療法士学科 

島根県  
出雲市 

昼間  
３年 ４０名

言語聴覚士養成所 

 

出雲医療看護専門学校 
言語聴覚士学科 

島根県  
出雲市 

昼間  
３年 ４０名

歯科衛生士養成所 

 

朝日高等歯科衛生専門学校 
口腔保健学科 

岡山県  
岡山市 

昼間  
３年 ５０名

看護師養成所 

 

出雲医療看護専門学校 
看護学科 

島根県  
出雲市 

昼間  
３年 ８０名

美容師養成施設 

 

広島美容専門学校 

トータルビューティ科ヘアメイク

コース 

広島県  
広島市 

 

昼間  
２年 

 

４０名

食管・食監養成施設 

 

広島国際学院大学 

工学部食農バイオ・リサイクル学

科 

広島県  
広島市 

 

昼間  
４年 

 

７０名

食管・食監養成施設 

 

福山大学 
生命工学部海洋生物科学科 

広島県  
福山市 

昼間  
４年 ８０名

食管・食監養成施設 福山大学 
生命工学部生物工学科 

広島県  
福山市 

昼間  
４年 ７０名

食管・食監養成施設 

 

県立広島大学 
人間文化学部健康科学科 

広島県  
広島市 

昼間  
４年 ３５名

指定保育士養成施設 

 

広島国際大学 

医療福祉学部医療福祉学科保育学

専攻 

広島県  

東広島市 

 

昼間  
４年 

 

３０名

※１実務者養成施設 
（介護福祉士） 

旭川荘厚生専門学院 
吉井川キャンパス実務者研修 

岡山県  
岡山市 

通信  
１年 １５０名

※１実務者養成施設 
（介護福祉士） 
 

島根総合福祉専門学校 
介護福祉士科介護福祉士実務者
養成通信課程 

島根県  

安来市 

 

通信  
６月 

 

８０名

実務者養成施設 
（介護福祉士） 

朝日医療専門学校 
介護職員実務者研修科 

広島県  

福山市 

昼間  
６月 ６０名

※２実務者養成施設 
（介護福祉士） 

福祉キャリアセンター 
介護職員実務者研修吉島校 

広島県  

広島市 

昼間  
６月 ９０名

※３実務者養成施設 
（介護福祉士） 

YIC看護福祉専門学校 
介護実務者研修通信課程 

山口県  

防府市 

通信  
６月 ８０名

※３実務者養成施設 
（介護福祉士） 

福祉キャリアセンター 
介護職員実務者研修観音校 

広島県  

広島市 

昼間  
６月 ６０名

※３実務者養成施設 
（介護福祉士） 

福祉キャリアセンター 
介護職員実務者研修通信課程 

広島県  

広島市 

通信  
６月 ２１０名

※３実務者養成施設 
（介護福祉士） 

ウェル福祉学習センター 
介護福祉士実務者研修（通信） 

岡山県  

倉敷市 

通信  
６月 ４６０名
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ウ 指定取消件数（平成２４年度：６課程） 

（注）設置者からの申請により、平成２５年３月３１日をもって養成施設の指定を取

消したものです。 

（平成２４年度指定取消の状況） 

（※）学校法人進研学園から学校法人朝日医療学園への事業承継に伴う指定取消です。 

 

エ 内容変更承認数、変更届の受理数 

（平成２４年度：変更承認１１１件、変更届の受理２２２件） 

 

③ 定期指導調査の実施 

養成施設等の適切な運営に資するため、各養成施設等に赴いて指定及び登録基準等

に係る関係法令等の遵守状況を確認し、必要な指導を行っています。 

平成２４年度は、５３施設を対象に実施しました。 

 

施設の種類  課程数  施設の種類  課程数  

作業療法士養成施設 

歯科衛生士養成所 

看護師養成所 

１

１

１

美容師養成施設 

製菓衛生師養成施設 

指定保育士養成施設 

１

１

１

施設の種類  施 設 名  所在地  課程  入学定員  

作業療法士養成施設 
 

朝日医療専門学校福山校 

作業療法学科（夜間） 

広島県 

福山市 

夜間 

４年 ３０名

歯科衛生士養成所 
 

朝日高等歯科衛生専門学校 

口腔保健学科（※） 

岡山県 

岡山市 

昼間 

３年 
５０名

看護師養成所 
 

山口県立衛生看護学院 

看護学科 

山口県 

防府市 

昼間 

３年 
４０名

美容師養成施設 
 

吉備国際短期大学 

保健科総合美容専攻美容デザイ

ンコース 

岡山県 

岡山市 

 

昼間 

２年 

 

４０名

製菓衛生師養成施設 
 

倉敷食と器専門学校 

衛生専門課程高度製菓製ﾊﾟﾝ学科 

岡山県 

倉敷市 

昼間 

２年 
４０名

指定保育士養成施設 
 

宇部フロンティア大学 

人間社会学部児童発達学科 

山口県 

宇部市 

昼間 

４年 
５０名

施設の種類 承認件数 受理件数 施設の種類 承認件数 受理件数 

救急救命士養成所 

理学療法士・作業療法士養成施設 

視能訓練士養成所 

臨床工学技士養成所 

言語聴覚士養成所 

あはき師養成施設 

はり師・きゅう師養成施設 

柔道整復師養成施設 

歯科衛生士養成所 

歯科技工士養成所 

保健師・助産師・看護師養成所 

栄養士養成施設 

管理栄養士養成施設 

０

２５

１

０

４

０

１

０

１１

０

２０

９

６

０

４

１

０

１

０

０

０

１

２

９

６

４

調理師養成施設 

理容師養成施設 

美容師養成施設 

製菓衛生師養成施設 

食管・食監養成施設 

指定保育士養成施設 

社会福祉士養成施設 

介護福祉士養成施設 

実務者養成施設（介護福祉士） 

福祉系高等学校等（介護） 

社会福祉主事養成機関 

精神保健福祉士養成施設 

科目確認大学等(社会福祉士) 

３

１

５

１

０

１６

１

３

０

１

０

３

０

１

９

３０

６

１６

１１

９

６１

２

９

３

４

３３
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（２）各種講習会の登録等業務 

① 食品衛生管理者資格認定講習会の登録業務 

飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図るため「食品

衛生法」により、乳製品や厚生労働大臣が定めている特に衛生上の考慮を必要とする

食品等の製造、加工を行う営業者は、専任の食品衛生管理者を置くこととされていま

す。 

食品衛生管理者となるための一つの要件として、衛生管理業務に３年以上従事し、

厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者資格認定講習会の課程を修了することが

必要とされており、当該講習会を実施しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣に

申請することとなっています。 

中国四国厚生局では、中国５県におけるこの講習会の申請内容を確認し、登録する

業務を行っています。なお、講習会登録の実績はありませんでした。 

 

② 食鳥処理衛生管理者資格取得講習会の登録業務 

食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康を保護するため、「食

鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」により、食鳥処理業者は食鳥処理場

ごとに、食鳥処理衛生管理者を置くこととされています。 

食鳥処理衛生管理者となるための一つの要件として、食鳥処理業務に３年以上従事

し、厚生労働大臣の登録を受けた食鳥処理衛生管理者講習会の課程を修了することが

必要とされており、当該講習会を実施しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣に

申請することとなっています。 

中国四国厚生局では、中国５県におけるこの講習会の申請書の内容を確認し、登録

する業務を行っています。なお、講習会登録の実績はありませんでした。 

 

③ 介護技術講習会の届出の受理業務 

介護技術講習会は、届出された施設において介護福祉士試験の受験者を対象に実施

し、この介護技術講習会を修了した者には実技試験が免除されることになります。こ

れにより、介護福祉士試験の受験者の資質の向上及び介護福祉士実技試験の適正実施

に資することを目的としています。 

中国四国厚生局では、中国５県におけるこの講習会を実施する施設からの届出書、

変更届出書及び実施報告書等の内容を確認し、受理する業務を行っています。 

・平成２４年度届出受理の実績 ･･････ ２５施設 

 

④ 社会福祉主事認定講習会の指定業務 

社会福祉法においては、都道府県、市及び福祉に関する事務所を設置する町村に、

生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び

知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行う社会福祉主

事を置くことと定められています。 

社会福祉主事の任用資格の一つの要件として、厚生労働大臣の指定する講習課程を

修了した者と同法に規定されております。 
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中国四国厚生局では、中国５県におけるこの講習会の申請書の内容を確認し、社会

福祉主事認定講習会を指定する業務を行っています。なお、講習会指定の実績はあり

ませんでした。 

 

⑤ 社会福祉士実習演習担当教員講習会、介護教員講習会の届出の受理業務 

社会福祉士養成施設、介護福祉士養成施設又は福祉系大学における専任教員等は、

厚生労働大臣が定める基準を満たす教員講習会の受講が必要な場合があり、当該講習

会を実施しようとする者はあらかじめ厚生労働大臣に届け出ることとなっています。 

中国四国厚生局では、中国５県におけるこの講習会の届出書の内容を確認し、受理

する業務を行っています。なお、講習会の届出受理の実績はありませんでした。 

 

⑥ 社会福祉士実習指導者講習会､介護福祉士実習指導者講習会の届出の受理業務 

社会福祉士養成施設、介護福祉士養成施設、福祉系高等学校又は福祉系大学におけ

る実習施設の実習指導者は、厚生労働大臣が定める基準を満たす実習指導者講習会の

受講が必要な場合があり、当該講習会を実施しようとする者はあらかじめ厚生労働大

臣に届け出ることとなっています。 

中国四国厚生局では、中国５県におけるこの講習会の届出書の内容を確認し、受理

する業務を行っています。 

・平成２４年度社会福祉士実習指導者講習会の届出受理の実績 ･･････ １施設 

・平成２４年度介護福祉士実習指導者講習会の届出受理の実績 ･･････ １施設 

 

⑦ 実務者研修教員講習会､医療的ケア教員講習会の届出の受理業務 

実務者養成施設における教務に関する主任者、介護福祉士養成施設、福祉系高等学

校又は実務者養成施設において医療的ケアを担当する教員は、厚生労働大臣が定める

基準を満たす講習会の受講が必要な場合があり、当該講習会を実施しようとする者は

あらかじめ厚生労働大臣に届け出ることとなっています。 

中国四国厚生局では、平成２３年度より、中国５県におけるこの講習会の届出書の

内容を確認し、受理する業務を行っています。 

・平成２４年度実務者研修教員講習会の届出受理の実績 ･･････ ５施設 

・平成２４年度医療的ケア教員講習会の届出受理の実績 ･･････ ５施設 

 

⑧ 実務者研修における「修了認定の対象となる研修」の届出の受理業務 

実務者養成施設においては、地域の団体等で実施されている研修であって、一定の

内容・質が担保されているものを修了した場合は、相当する科目について実務者養成

施設で履修したものとみなす「修了認定」が可能であり、認定の対象となる研修を実

施しようとする者は、あらかじめ実施者の主たる事務所の所在地の厚生（支）局にそ

の研修内容を届け出ることとなっています。 

中国四国厚生局では、平成２３年度より、中国５県におけるこの研修の届出書の内

容を確認し、受理する業務を行っています。 

・平成２４年度の届出受理の実績 ･･････ １施設 
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（３）保健師助産師看護師実習指導者講習会（特定分野） 

看護師等養成所では、学生に病院等での実習を行わせており、実習を受ける病院等

では、病棟等に学生の指導を担当する看護師等を実習指導者として配置する必要があ

ります。 

中国四国厚生局では、厚生労働省医政局長の通知に基づき、中国四国９県の地域に

おける病院以外の実習施設で特定分野（地域看護学、助産学、老年看護学、小児看護

学、母性看護学、在宅看護等）について実習指導の任にある者、または将来実習指導

者となる予定にある者を対象として、看護教育における実習の意義及び実習指導者と

しての役割を理解させ、効果的な実習指導ができるように必要な知識、技術を修得さ

せるため実習指導者講習会（特定分野）を実施しています。 

 

県別受講者数の年次推移                    （単位：人） 

県 名 
受 講 者 数 

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

鳥取県 １ ２ ６ 

島根県 ０ １ １ 

岡山県 ３ １ ５ 

広島県 １２ １５ １２ 

山口県 ９ ８ ８ 

徳島県 ０ ０ ０ 

香川県 ２ ２ ４ 

愛媛県 ２ ６ １ 

高知県 ０ ３ ４ 

計 ２９ ３８ ４１ 

（注）実習指導者講習会（特定分野）は平成１９年度から実施。 
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７ 医事課 

（１）医師の臨床研修 

① 概要 

平成１６年４月以降に免許を取得し、診療に従事しようとする医師は２年以上の臨

床研修を受けることが、医師法により義務づけられています。 

臨床研修制度では、「臨床研修は、医師としての人格をかん養し、将来専門とする

分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診

療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を

身につけることのできるものでなければならない。」との基本理念のもと、大学病院

若しくは厚生労働大臣が指定した臨床研修病院・施設が各々作成する研修プログラム

に基づき研修が実施されます。 

中国四国厚生局では、効果的な研修が実施されるよう、新規指定若しくはプログラ

ム変更の申請を行った病院等の研修プログラムの内容、設備及び人員等について関係

法令の定める基準に照らして審査（厚生労働省組織規則第７１４条第４号）するとと

もに、医師臨床研修に関する補助金の交付手続き（厚生労働省組織規則第７１４条第

１８号）を行っています。 

また、臨床研修制度が円滑に運用されるための啓発活動（臨床研修病院合同説明会

等）を実施しています。 

 

② 実績 

ア 臨床研修病院指定基準及び研修プログラムの審査 

(ｱ) 臨床研修病院指定申請（病院群変更を含む）に伴う指定基準及び研修プログラム

の審査 

平成２５年度から新規に臨床研修病院の指定を受けようとする病院（大学病院と

共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院を含む）の指定基準及び研修プログラ

ム内容の審査を行いました。 

また、指定を受けている臨床研修病院（大学病院含む）の病院群変更に伴う、研

修プログラム内容の確認を行いました。その後、医道審議会医師分科会医師臨床研

修部会（以下、部会とします。）の審査を経て指定が行われました。（部会は平成

２４年８月２２日に開催され、９月７日付で指定されました。） 

基幹型臨床研修病院では新規指定が１施設、指定辞退が２施設、一時的な募集停

止が１施設、指定取消対象が１施設となりました。また、協力型臨床研修病院では

新規指定が７施設、指定辞退が２施設となりました。 

この結果、管内においては、２５年度は基幹型臨床研修病院１０２施設、大学病

院１１施設及び協力型臨床研修病院２０６施設が医師臨床研修制度を担うこととな

ります。 
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【平成２５年度に臨床研修を実施する基幹型臨床研修病院等】 

（平成２５年３月３１日現在） 

 

   【臨床研修病院指定状況】           （平成２５年３月３１日現在） 

 

(ｲ) 既指定病院の臨床研修プログラムの変更・新設（追加） 

臨床研修病院の研修プログラム変更・新設（追加）については、６９施設（うち

大学病院は９施設）の届出を受理し、内容の確認を行いました。 

(ｳ) 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院 

平成２５年度から、大学病院と共同し臨床研修を行う臨床研修病院として延２０

施設が追加されました。 

この結果、管内１１大学病院が延３９１施設（管外の臨床研修病院及び複数の大

学病院に協力する臨床研修病院を含む。）と共同して臨床研修を行うこととなりま

した。 

【大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の数】 

 

 

 

 

 

県 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 計 

基幹型病院 ７ ６ １２ ２５ １４ ７ １０ １４ ７ １０２

大学附属病院 １ １ ３ １ １ １ １ １ １ １１

区   分 ２５年度 ２４年度 増 減 

基幹型臨床研修病院 １０２ １０３ △１ 

（うち大学病院） １１ １１ ０ 

協力型臨床研修病院 ２０６ ２０１ ５ 

※ 協力型臨床研修病院の増減内訳 

・新規指定            ７施設 

・協力施設から協力型への変更   ０施設 

・病院群からの削除       △２施設 

大学病院     ２５年度 ２４年度 大学病院     ２５年度 ２４年度 

鳥取大学 

島根大学 

岡山大学 

川崎医科大学 

川崎医科大学川崎 

広島大学 

３３ 

２３ 

８７ 

２３ 

３ 

２５ 

３１ 

１７ 

８５ 

２０ 

２ 

２２ 

山口大学 

徳島大学 

香川大学 

愛媛大学 

高知大学 

２６ 

６７ 

３７ 

３７ 

３０ 

２４ 

６４ 

３９ 

３７ 

３０ 

計 ３９１ ３７１ 
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イ 臨床研修病院の年次報告 

平成２４年４月１日現在の状況及び平成２３年度実績に関する年次報告（臨床研

修プログラム検索サイト（ＲＥＩＳ）によるオンライン登録）１１２件について、

指定基準に係る記載を確認後、受理しました。 

 

ウ 各種変更届出 

病院の名称、所在地、開設者、管理者及び指導医等の変更届出（ＲＥＩＳによる

オンライン登録）８２件について、内容確認後、受理しました。 

 

エ 臨床研修制度の広報等 

大学病院等が実施した指導医講習会等において、医師臨床研修制度を説明し、周

知を図りました。 

【平成２４年度に講演を行った指導医講習会等】 

 

オ 医師臨床研修病院合同説明会の実施 

医師臨床研修制度の周知及び中国四国厚生局管内における研修医確保のため、中

国四国地区医師臨床研修病院合同説明会を実施しました。 

※平成２４年度中国四国地区医師臨床研修病院合同説明会 

・開 催 日：平成２４年４月２９日（日） 

・会    場：岡山コンベンションホール 

・参加施設数：９４施設 

・参加学生数：７８名 

※平成２５年中国四国地区医師臨床研修病院合同説明会 

・開  催  日：平成２５年３月２０日（水） 

・会      場：岡山コンベンションホール 

・参加施設数：９０施設 

・参加学生数：７４名 

 

 

開催主体 開催日時 

愛媛大学医学部附属病院 

川崎医科大学附属病院 

山口大学医学部附属病院 

臨床研修協議会 

徳島県臨床研修連絡協議会 

岡山県医師会 

徳島大学病院 

西日本地区精神科七者懇 

広島大学病院 

平成２４年  ７月１４日 

平成２４年  ８月１８日 

平成２４年１１月１６日 

平成２４年１１月２１日 

平成２４年１１月２３日 

平成２５年  １月１２日 

平成２５年  ２月  ８日 

平成２５年  ２月  ９日 

平成２５年  ２月１６日 
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カ 相談対応 

医師臨床研修制度に関する臨床研修病院・大学病院及び研修医からの電話照会等

の対応を行いました。 

 

キ 臨床研修費等補助金の執行業務 

(ｱ) 交付申請書の受理、審査、交付決定、交付決定通知(依頼)書の作成・送付 

９６施設の交付申請書の内容審査を行い、交付決定を行いました。 

(ｲ) 実績報告書の受理、審査、交付額の確定、確定通知(依頼)書の作成・送付 

平成２３年度に交付決定を行った９４施設の事業実績報告の内容審査を行い、交

付額の確定を行いました。 

 

ク 臨床研修修了登録の受付 

臨床研修修了登録については新規登録５９４件、登録証再発行１２件、書き換え

５件を受け付けました。 

 

ケ 臨床研修病院に対する実地調査 

臨床研修病院のうち、指定基準（入院患者数）を満たしていない２施設に対し、

指定継続の判断を目的に、研修の実施状況・管理・運営状況について、プログラム

責任者、指導医、研修医等に訪問調査を行いました。 

臨床研修病院のうち、「医師法第１６条の２第１項に規定する臨床研修に関する

省令」に規定する指定の基準等の遵守状況の確認及び今後の臨床研修制度の円滑な

運用、省令等の見直しの参考等とするための運用状況、懸案事項等の聴取を目的と

して８施設に対し、実地調査を行いました。 

 

（２）医療の安全に関する取組の普及及び啓発 

① 概要 

国民が安心して医療を受けることができるよう、医療機関や医療従事者は、提供す

る医療の質と安全性の向上を図ることが求められています。 

中国四国厚生局では、医療安全管理体制の強化の推進及び医療従事者の資質向上の

ため、管内病院の管理者、医療安全担当者等を対象に、平成１６年度から年１回「医

療安全に関するワークショップ」を開催しています。（厚生労働省組織規則第７１４

条第２号） 
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② 実績 

「医療安全に関するワークショップ」の開催 

第１クールをワークショップ形式とし、第２クールの１日目をセミナー形式、２～

３日目をワークショップ形式として、合計５日間開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【医療安全ワークショップ】  

○開催日：平成２４年１１月１２日（月）、１３日（火） 
平成２４年１２月  ２日（日）、 ３日（月）、４日（火） 

○会 場：広島合同庁舎１号館附属棟２階大会議室、広島国際会議場 
○対象者：中国５県に所在する医療機関の医療安全管理者等 
○参加者：６８人 
○内 容： 

テーマ「医療機関の特性に応じた医療安全のありかたを考える～中小医療機関の医療安全管理
体制を中心に～」 

１） 第１クール 
①「我が国の医療安全の動向」 

初村 恵 厚生労働省医政局医療安全推進室 医療安全対策専門官 
②「医療事故の分析方法」 

金中礼子 国立病院機構東広島医療センター 
③「医療安全活動の基本と医療事故の法律問題」 

前田正一 慶應義塾大学大学院 准教授 
④グループワーク「モデル事例に関するｲﾍﾞﾝﾄﾚﾋﾞｭｰ作成及び過誤の有無に関する評価」 

藪下まり子 国立病院機構米子医療センター 
小林奈々 国立病院機構呉医療センター 
田中英美 国立病院機構鳥取医療センター 

２） 第２クール 
①「医療安全セミナーでの学びから自施設で実施可能な医療安全対策を考える」 

田中信一郎 中国四国厚生局 臨床研修審査専門官 
②「事例分析の評価とその後の対応」 

富永理子 医療法人社団仁慈会安田病院 
③「事故後の対応（模擬患者参加によるロールプレイ）」 

芳賀克夫 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター 臨床研究部長 
④グループワーク「モデル事例に関する自己分析手法を用いた事故原因の分析・改善策・職員

指導策及び患者・家族対応の立案」 
富永理子 医療法人社団仁慈会安田病院 
大垣玲子 県立広島病院 医療安全管理部副部長 
宮地美樹子 中電病院 医療安全管理室 
 

【医療安全セミナー】 
○開催日：平成２４年１２月 ２日（日） 
○会 場：広島国際会議場 ヒマワリ 
○対象者：中国５県に所在する医療機関の医療従事者 
○参加者：３７３人 
○内 容： 

①「医療チームの安全を支えるノンテクニカルスキル」 
中島和江 大阪大学医学部附属病院中央クオリティマネジメント部 

②「転倒転落について＜総論＞」 
寺井美峰子 聖路加国際病院 セーフティマネージャー 

③「転倒転落について＜各論＞」 
・国立病院機構の取り組み 
町屋晴美 独立行政法人国立病院機構本部医療部ｻｰﾋﾞｽ安全課 ｻｰﾋﾞｽ安全課長 
・中電病院の取り組み 
宮地美樹子 中電病院医療安全管理室 
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（３）心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 

① 概要 

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」

では、心神喪失の状態で重大な他害行為（他人に害を及ぼす行為）を行った者に対し

継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによっ

て、その症状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、その社会復帰を

促進することが定められています。 

中国四国厚生局では、対象者の医療を行う指定医療機関の指定、地方裁判所の処遇

決定に伴う指定医療機関の選定、入院処遇決定となった対象者の指定入院医療機関へ

の移送（厚生労働省組織規則第７１４条第１５号、第１６号）を行っています。 

また、この法律では、対象者の処遇を決定するために、裁判官と精神科医（精神保

健審判員）、必要に応じて精神保健福祉の専門家（精神保健参与員）により審判が行

われますが、その構成員を地方裁判所が選任するための精神保健判定医及び精神保健

参与員候補者名簿の作成（厚生労働省組織規則第７１４条第１４号）などを行ってい

ます。 
厚生労働省 MHLW (Ministry of Health, Labour and Welfare)

医療観察法の仕組み

重大な他害行為

実刑判決

裁判所

検察官

（心神喪失等を理由）

不起訴

無罪等

起
訴

検
察
官
に
よ
る
申
立
て

地
方
裁
判
所
に
お
け
る
審
判

地域での支援
・精神保健観察（保護観察所）

・入院によらない医療（通院医療）
（指定通院医療機関）

・精神保健福祉法等に基づく援助
（都道府県・市町村等）

退院決定
入
院
決
定

通
院
決
定

鑑
定
入
院

原則３年で終了

一般の精神保健福祉

平成15年7月成立・公布、平成17年7月15日施行

（心神喪失等を認定） 入院・再入院決定

入院医療の提供
・入院医療（指定入院医療機関）
・設置主体は、国、都道府県、特定
独立行政法人に限定。
（入院期間は標準で18ヶ月程度）
・指定入院医療機関病床数の整備目
標は720床程度

医療観察法における入院医療及び通院
医療は厚生労働大臣が行う

刑務所

不
処
遇

（制度は、法務省・厚生労働省共管）

鑑定入院は、精神科病院で実施（期間は
2ヶ月が原則）

心神喪失等で重大な他害行為を行った者に対して、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことに
よって、病状の改善及び同様の行為の再発防止を図り、その社会復帰を促進するよう、対象者の処遇を決定する手続等を定めるもの。

裁判官と精神保健判定医の合議制

厚生労働省 MHLW (Ministry of Health, Labour and Welfare)

医療観察法に基づく入院から社会復帰の流れ

社会復帰期
6ヶ月

概ね18ヵ月以内を想定（症状の軽い場合は早期退院）

回復期
9ヶ月

急性期
3ヶ月

入
院
決
定

退
院
決
定

○薬物治療を中心に実施 ○多職種チームによる治療
○外出訓練の実施

○社会復帰に向けた事前調整
○外泊訓練の実施

指定入院医療機関による入院医療の提供

○対象者本人との面談 ○生活環境調整計画の作成 ○地域関係機関との調整
○退院決定等の意見書提出

帰住地の保護観察所による生活環境調整

都道府県

市町村

指定通院医療機関
障害福祉サービス事業者

対象者は保護観察所の精神保健観察下
において通院医療を受ける

帰住地の精神保健医療福祉のネットワーク

原則３年間（最大５年間）。通院期間終了後は、地域の精神保健医療福祉の枠組みに移行

【入院処遇中】

【通院処遇中】
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② 実績 

ア 平成２５年精神保健判定医及び精神保健参与員候補者名簿の作成 

平成２５年名簿作成のため、２４年３月末作成の名簿に登載されている精神保健

判定医１２７名及び精神保健参与員候補者９０名に対し、２５年度以降の継続に係

る同意確認を行い、辞退等による欠員の補充及び新規候補者の推薦依頼を各都道府

県に対して実施しました。 

【平成２５年精神保健判定医及び精神保健参与員候補者数】(平成２５年３月末現在） 

 

イ 指定医療機関に対する指導監査 

指定入院医療機関４施設、指定通院医療機関４施設に対して一般指導監査を実施

しました。 

 

ウ 関係機関との連携強化 

保護観察所が開催する運営連絡協議会７回（７県）、広島保護観察所が開催する

地域連絡協議会５回（５エリア）および中国ブロック協議会１回、指定入院医療機

関主催の地域連絡会議５回、外部評価会議８回に出席し、制度説明や意見交換を実

施しました。 

 

エ 裁判所による入院等の決定状況 

 【平成２４年度入院等決定状況】 

２４年度（件） 

申 立 鑑定入院中 入院決定 通院決定 不処遇・申却下立 

２６ ５ １２ ３ ６ 

  （８） （１） （１） 

※( )は、平成23年度申立(平成23年度末鑑定入院中)で平成24年度に決定した件数 

    平成２４年度の入院決定対象者２０名を鑑定入院医療機関から指定入院医療機関

に移送しました。 

 

 

 

 

 精神保健判定医数 精神保健参与員候補者数 

中国 

鳥取県 
島根県 
岡山県 
広島県 
山口県 

  ８ 
 １０ 
 ２２ 
 ２４ 
 １４ 

１２ 
 ９ 
１１ 
２８ 
 ７ 

四国 

徳島県 
香川県 
愛媛県 
高知県 

 １２ 
 １３ 
 １２ 
 １１ 

 ７ 
 ４ 
 ６ 
 ５ 

合      計 １２６ ８９ 
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【全国の医療機関で処遇中の対象者数】(平成２５年３月末現在) 単位：人 

 

オ 指定医療機関の指定 

管内の指定入院医療機関は、合計４施設となっています。 

【管内指定入院医療機関】（平成２５年３月末現在） 

※平成２５年２月１日(８→１７床)増床。 

平成２４年度末で、中国四国管内の指定通院医療機関は、保健医療機関(基幹型)

５７施設、保健医療機関(補完型)４施設、訪問看護ステーション等(補完型)１１施

設、薬局２５４施設です。 

【平成２４年度新規指定した指定通院医療機関】（平成２５年３月末現在） 

（基幹型）指定通院医療機関 

制度説明および制度への協力依頼のため、上記新規指定医療機関など、７医療機

関へ訪問しました。 

    薬局 

 

カ 指定通院医療機関医療従事者実地研修の開催 

指定通院医療機関における医療の質の向上に資するため、医療従事者実地研修を

申立地 入院処遇中 通院処遇中 

中国 

鳥取県 
島根県 
岡山県 
広島県 
山口県 

 １ 
 ６ 
１３ 
１６ 
 ７ 

 １ 
 ９ 
 ５ 
１６ 
 ５ 

四国 

徳島県 
香川県 
愛媛県 
高知県 

 ３ 
 １ 
 ９ 
 ６ 

 ６ 
 ８ 
１０ 

３ 

計 ６２ ６０ 

医  療  機  関  名 病床数 開棟時期 

地方独立行政法人岡山県精神科医療センター ３６ H19.10. 1 

国立病院機構賀茂精神医療センター ３３ H20. 6.24 

国立病院機構鳥取精神医療センター  １７※ H22. 5. 6 

山口県立こころの医療センター  ２ H23. 2. 1 

指定日 医療機関 所在地 

平成２４年 ８月 １日 
平成２４年 ９月 １日 
平成２４年１０月 １日 
平成２４年１０月 １日 
平成２４年１０月 １日 
平成２５年 ３月 １日 

病 院 
病 院 
診療所 
病 院 
診療所 
診療所 

愛媛県 
広島県 
山口県 
徳島県 
徳島県 
島根県 

指定日 医療機関 所在地 

平成２４年 ９月 １日 
平成２４年１０月 １日 
平成２４年１２月 １日 

薬 局 
薬 局 
薬 局 

島根県 
徳島県 
島根県 
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開催しました。 

【平成２４年度指定通院医療機関医療従事者実地研修】 

 

（４）医師又は歯科医師の行政処分に対する再教育の実施等 

① 概要 

医療従事者の資質を向上し、国民の医療に対する安心を確保するため、行政処分を

受けた医師又は歯科医師に対して再教育を実施しています。中国四国厚生局では、行

政処分によって医業停止１～３年の処分となった者に対する再教育研修（個別研修）

に係る業務として、研修における事前調整から終了までの進捗状況の把握・助言指導

者の指名・個別研修計画書の受理・研修修了報告書の受理・研修者に関するその他の

こと（厚生労働省組織規則第７１４条第６号）などを行っています。 

 

② 実績 

平成２４年１１月１４日に開催された医道審議会医道分科会において、医師２５名

歯科医師１９名に対する行政処分がなされました。このうち、当局管内の該当者は医

師４名・歯科医師２名ありましたが、当局が担当する個別研修対象者は２名（医業・

歯科医業停止１年以上）でした。 

 

（５）医師確保対策 

① 概要 

中国四国厚生局では、平成１８年度に成立した医療制度改革関連法に基づき、地域

や診療科による医師不足問題への対応や、医療計画・健康増進計画等の見直し等に関

して、地方自治体等に対する支援（厚生労働省組織規則第７１４条第３号）を行って

います。 

 

② 実績 

日付 訪問・会議等 場所 

平成24年 5月11日 地域医療支援センターに係る情報交換会 厚生労働省 

平成24年 6月19日 
医療計画の見直しに関する都道府県担当者ブ
ロック別研修会 

中国四国厚生局 

平成24年 7月 5日 鳥取県庁訪問（地域医療に関する情報収集） 鳥取県 

平成24年 8月28日 第２回鳥取県地域医療対策協議会 鳥取県 

平成24年10月20日 第２回広島県圏域地対協研修会 広島県 

平成24年11月22日 第３回鳥取県地域医療対策協議会 鳥取県 

平成24年 1月17日 第４回鳥取県地域医療対策協議会 鳥取県 

平成24年 1月24日 広島県庁訪問（地域医療に関する情報収集） 広島県 

平成24年 3月21日 第５回鳥取県地域医療対策協議会 鳥取県 

 

 

開催地 開催日 参加者数 

地方独立行政法人岡山県精神科医療センター １０月２・３日 １３名 

国立病院機構賀茂精神医療センター １１月６・７日 １２名 

地方独立行政法人岡山県精神科医療センター １月２２日 １１名 
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（６）医薬品等の許認可業務 

① 概要 

ア 許可 

医薬品等を業として製造しようとする者は、薬事法に基づく医薬品等の製造業の

許可を受けなければなりません。 

医薬品等の製造業の許可は、区分に従い製造所ごとに与えられます。したがって、

既に許可を受けている製造業者が、その製造所において①既存の製造区分を変更し

ようとする場合や②新たな区分を追加する場合には、改めてその製造業の許可を取

らなければなりません。 

また、定められた期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過後は、その効

力を失います（薬事法第１３条）。 

イ 許可の基準 

医薬品等の製造業の許可は、①構造設備などの物的要件、②製造及び品質の管理

方法などの運用上の要件、③申請者の資格が、それぞれに対応する法令に定められ

た「許可の基準」に適合していること（薬事法第１２条の２）が必要とされていま

す。 

中国四国厚生局においては、「厚生労働大臣が指定する医薬品及び医療機器」を

製造する場合の製造業許可（厚生労働省組織規則第７１４条第７項）を行います。 

「厚生労働大臣が指定する医薬品及び医療機器」とは、①生物学的製剤（体外診

断薬を除く）、②放射性医薬品、③国家検定医薬品、④遺伝子組換え技術応用医薬

品、⑤細胞培養技術応用医薬品、⑥細胞組織医療機器、⑦特定生物由来製品です。 

 

② 実績 

管内の大臣許可医薬品製造施設から、生物由来製品製造管理者承認申請１件、医薬

品等製造許可申請２件の届出がありました。 

管内の大臣許可医薬品製造施設から計３５件の各種届出がありました。 

その内訳は構造設備に関する変更が３３件、医薬品等製造廃止に関する届が２件で

した。 

 

（７）毒物及び劇物の登録業務 

① 概要 

毒物及び劇物取締法において定められた毒物及び劇物を業として製造、輸入又は販

売を行う者は、それぞれ製造業、輸入業又は販売業の登録を受けなければなりません。 

また、定められた期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過後は、その効力

を失います。（毒物及び劇物取締法第４条） 

なお、①営業者氏名又は住所、②設備、③製造（営業）所の名称の変更、その他品

目及び営業の廃止をした場合には、届け出なければならないと定められています。（毒

物及び劇物取締法第１０条第１項） 
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② 実績 

大臣権限毒物劇物営業者の新規登録申請は４件、登録更新申請は２５件あり、審査

を行い、承認されました。また、廃止届が３件ありました。 

取扱い品目の拡大に係る登録変更申請が２３件、書換交付申請が７件ありました。 

管内の大臣権限毒物劇物営業者からの各種の届出(廃止届３件除く)は、８９件あり、

その内訳は、毒物劇物取扱責任者に関するもの２９件、構造設備に関するもの４３件、

品目変更届８件、その他の変更届９件でした。 

平成２５年３月３１日現在、毒物及び劇物取締法等で規定された管内に所在する大

臣権限の毒物劇物営業者登録は１３４ヶ所(製造業１１７ヶ所、輸入業１７ヶ所)でし

た。 
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８ 食品衛生課 

（１）総合衛生管理製造過程の承認 

①  概要 

総合衛生管理製造過程は、施設設備・機械器具の保守点検及び衛生管理、従業員の

衛生教育、食品の衛生的な取扱いなど従来からの一般衛生管理を土台として、ＨＡＣ

ＣＰ（Hazard Analysis and Critical Control Point ：危害分析重要管理点）方式を

取り入れた、総合的に衛生管理された食品の製造方法です。 

この承認を受けると、食品衛生法第１１条第１項の基準に基づかない方法による食

品の製造又は加工が可能となります（食品衛生法第１３条第６項）。 

承認審査の流れは、申請書の書面審査（ヒアリングを含む）、製造施設への現地調

査などを経た上で承認されます。 

総合衛生管理製造過程の対象食品は、次のとおりです。 

ア 乳                          （牛乳、加工乳など） 

イ 乳製品                      （乳飲料、アイスクリームなど） 

ウ 清涼飲料水                  （紅茶、ミネラルウォーターなど） 

エ 食肉製品                    （ハム、ソーセージなど） 

オ 魚肉練り製品                （魚肉ハム、蒲鉾など） 

カ 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 （缶詰、レトルト食品など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 実績等（平成２４年度） 

・中国四国厚生局が所管する施設数[対象延品目数]（平成２５年３月末現在） 

５８施設[８４件] 

［内訳］ 

○「乳」･･････････････････････････････････････････････ ２０施設[２７件] 

○「乳製品」･･････････････････････････････････････････ １６施設[２８件] 

○「清涼飲料水」･･････････････････････････････････････ １２施設[１５件] 

○「食肉製品」････････････････････････････････････････   ６施設[１０件] 

○「魚肉練り製品」････････････････････････････････････   ２施設[ ２件] 

○「容器包装詰加圧加熱殺菌食品」･･････････････････････   ２施設[ ２件] 

・総合衛生管理製造過程承認施設への立入調査 ･･････････････  ４５件 

・新規総合衛生管理製造過程承認施設 ･･････････････････････    １施設[ ２件] 

 
○食品衛生法第１１条第１項 

厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、 
販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の 
方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき 
規格を定めることができる。 

 
○食品衛生法第１３条第６項 

総合衛生管理製造過程を経た食品の製造又は加工については、第１１条第１項の 
基準に適合した方法による食品の製造又は加工とみなして、この法律又はこの法 
律に基づく命令の規定を適用する。 
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（２）食品衛生法に基づく登録検査機関の登録等 

① 概要 

食品衛生法に基づく登録検査機関は、食品衛生法第２５条の規定による製品検査や

同法第２６条の規定により国又は地方自治体が行う食品などの検査命令において、そ

の検査が行える検査設備及び検査能力を有したものとして、あらかじめ厚生労働大臣

の登録を受けた検査機関です。 

中国四国厚生局では、管内の登録検査機関の登録及び監督を担当しており、登録を

受けた検査機関が厚生労働省令で定める技術上の基準（ＧＬＰ： Good Laboratory 

Practice）に基づき、その検査を適正に実施していることを確認するために立入検査

などを行っています。 

 

② 実績等（平成２４年度） 

・中国四国厚生局が所管する施設数（平成２５年３月末現在）  

検査機関 １３機関 

検査施設 １４施設 

・登録検査機関の検査施設への立入検査 ････････････････････ １４施設 

・新規登録検査機関の登録はありませんでした。 

 

（３）食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づく指定検査機関の指定等 

① 概要 

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（以下「食鳥検査法」という。）

に基づく指定検査機関は、食鳥検査が行える検査設備及び検査能力を有した検査機関

として、厚生労働大臣が指定した検査機関です。 

食鳥（鶏、あひる、七面鳥）の検査は都道府県知事が行うものですが、食鳥検査法

第２１条第１項の規定により、都道府県知事が指定検査機関に検査業務を委任するこ

とができることになっています。 

中国四国厚生局では、管内の指定検査機関の指定及び監督を行っています。 

 

② 実績等（平成２４年度） 

・中国四国厚生局が所管する施設数（平成２５年３月末現在）･･  ４施設 

・立入検査 ･･････････････････････････････････････････････   ２件 

・業務の廃止・休止の認可 ････････････････････････････････   ０件 

・役員の選任・解任の認可 ････････････････････････････････  ４件 

・事業計画及び収支予算の認可 ････････････････････････････   ５件 

・業務規程の認可 ････････････････････････････････････････   ３件 

  

（４）対ＥＵ及び対米輸出水産食品に係る認定施設への査察等 

① 概要 

ＥＵ（欧州連合）及び米国では、指令や規則などで独自の衛生管理の導入を水産食

品の製造・加工などを行う施設に対して義務づけており、外国からの輸入水産食品に
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対しても同様の規制を行っています。 

そのため、我が国では、ＥＵ及び米国との協議に基づき、ＥＵや米国への輸出水産

食品を取り扱う施設がその条件を満たしていることを保証する施設の認定を行ってい

ます。 

この認定手続きは、申請者が都道府県知事などに申請を行うことになっており、都

道府県知事などは認定要件を満たしていると認めた場合に、地方厚生局と協議のうえ、

認定施設として認定されることとなります。 

中国四国厚生局では、この認定の可否の協議に基づく書類審査及び現地調査を行い、

その結果を県知事などに通知するほか、定期的に査察担当者を認定施設へ派遣し、査

察を実施しています。 

 

② 実績等（平成２４年度） 

ア 対ＥＵ輸出水産食品に係る認定施設 

・中国四国厚生局が所管する施設数（平成２５年３月末現在）  ４施設 

・認定施設に対する査察 ････････････････････････････････   ９件 

イ 対米輸出水産食品に係る認定施設 

・中国四国厚生局が所管する施設数（平成２５年３月末現在） １３施設 

・認定施設に対する査察  ････････････････････････････････  ５件 

 

（５）健康増進法に基づく虚偽誇大広告等の規制の勧告等 

① 概要 

いわゆる健康食品の広告や表示等における健康保持増進効果の記載について、著し

く事実に相違する又は著しく人を誤認させる内容であり、健康の保持増進に重大な影

響を与えるおそれがあると認めるときは、表示を行った者に対して必要な措置を講じ

るべき旨の改善勧告などを行います。 

中国四国厚生局では、営業者や管内自治体等からの相談を受けるとともに、自治体

からの報告の取りまとめを行っています。 

 

② 実績等（平成２４年度） 

自治体及び事業者から相談 ･･････････････････････････････ ２４件 

 

（６）食品に関するリスクコミュニケーション 

① 概要 

厚生労働大臣や都道府県知事等は、食品衛生法第６４条、第６５条に基づいて、食

品の規格基準や監視指導計画の策定など食品衛生に関する施策全般やその施策の実施

状況を公表し、広く国民又は住民の意見を求めることになっております。 

中国四国厚生局では、厚生労働本省や地方自治体等と共催で、関係事業者、消費者

との地域での意見交換等の取り組みを行っております。 

 

② 実績等（平成２４年度）･･････････････････････････････････  １件 
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（７）検疫所が行う試験及び検査の業務に係る点検等 

① 概要 

検疫所が行う試験及び検査の信頼性確保は、従来、検疫所内での点検により実施し

ていますが、より客観性を担保するため、平成２２年度から厚生労働省本省が点検を

実施し、登録検査機関への実地調査の経験を有する地方厚生局の担当官が同行し、助

言を行っています。 

 

② 実績等（平成２４年度） 

・中国四国厚生局が所管する施設数（平成２５年３月末現在） 

管内検疫所窓口数  ３機関 

・検査機関の検査施設への立入検査 ････････････････････････  ０件 

 

（８）対韓国輸出水産食品取扱施設に係る登録、監視及び衛生証明書発行等 

① 概要 

韓国では、輸入される冷凍食用の鮮魚の頭部又は魚介類内臓について、輸出国加工

施設の登録及び輸出国政府が発行する衛生証明書の添付を義務付けています。 

そのため、中国四国厚生局では、管内の加工施設の登録及びその施設が輸出する製

品の衛生証明書の発行業務を行っています。 

 

② 実績等（平成２４年度） 

対韓国輸出水産食品に係る認定施設 

・中国四国厚生局が所管する施設数（平成２５年３月末現在）･･  ７施設 

・衛生証明書の発給数 ････････････････････････････････････  ０件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50



９ 保険年金課 

（１）健康保険組合の規約変更の認可等 

① 概要 

健康保険制度は、相互扶助の精神のもとに、疾病・負傷若しくは死亡又は出産に関

して保険給付を行い、国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする制

度です。 

健康保険組合は、国の認可を受けて単独の企業や同業種の複数の企業が共同で設立

し、国に代わって健康保険事業を運営する公法人です。 

中国四国厚生局では、健康保険組合に係る規約変更認可申請書、規約変更届出書等

の受理及び認可、厚生労働大臣への提出書類の経由並びに公法人証明・印鑑証明など

の業務を行っています。 

 

② 実績 

・中国四国厚生局が所管する健康保険組合数（平成２５年３月末現在） 

３６組合 

（内訳）単一 ･･････････････････････････････････････････  ２９組合 

連合 ･･････････････････････････････････････････    ０組合 

総合 ･･････････････････････････････････････････    ７組合 

・各申請書等の処理件数 

（単位：件） 

区  分 

規約変更認 

可申請書等 

の認可 

規約変更届出 

書等の受理 

厚生労働大臣 

への提出書類 

の経由 

公法人証明 

・印鑑証明 

２４年度 ５０ １３５ ５１３ １３ 

 

 

（２）健康保険組合の実地指導監査等 

① 概要 

実地指導監査にあたっては、「平成２４年度における健康保険組合に対する実地指

導監査について」（平成２４年４月２日付厚生労働省保険局保険課長通知）により、

健康保険組合の事業運営が法令・通知・組合規約・組合規程に基づき適正なものとな

っていることの確認を基本とし、前回監査から相当期間が経過している組合や財政窮

迫組合等に対して実施しました。 

 

② 実績 

・実地指導監査 ･･････････････････････････････････････････  ８組合 

・実地指導監査の結果、経常収支が赤字となっている健康保険組合に対して、財政の

健全化に向けた努力を行うよう指導しました。また、決定通知書に適切な教示文を記

載することや会計事務取扱規程を整備することなどを指導しました。 
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（３）全国健康保険協会支部の実地監査 

① 概要 

主に中小企業で働く従業員やその家族が加入する健康保険（政府管掌健康保険）は、

従来、国（旧社会保険庁）で運営されていましたが、平成２０年１０月１日に新たに

全国健康保険協会が設立され、その協会により運営されることとなりました。 

実地監査にあたっては、「全国健康保険協会支部の実地監査について」（平成２２

年１月７日付厚生労働省保険局保険課長通知）により定期監査を実施しました。 

 

② 実績 

・実地監査 ･･････････････････････････････････････････････  ２支部 

・実地監査の結果、指導事項は特にありませんでした。 

 

（４）厚生年金基金の規約変更の認可等 

① 概要 

厚生年金基金は、企業の事業主が厚生労働大臣の認可を受けて母体企業とは別の法

人格を持った公法人である厚生年金基金を設立し、国の老齢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併せて支給することにより、加入員の老後における

生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。 

中国四国厚生局では、厚生年金基金に係る規約変更認可申請書、規約変更届出書等

の受理及び認可、厚生労働大臣への提出書類の経由並びに公法人証明・印鑑証明など

の業務を行っています。 

 

② 実績 

・中国四国厚生局が所管する厚生年金基金数（平成２５年３月末現在） 

３５基金 

（内訳）単独 ･･････････････････････････････････････････  ３基金 

連合 ･･････････････････････････････････････････  ２基金 

総合 ･･････････････････････････････････････････ ３０基金 

・各申請書等の処理件数 

（単位：件） 

区  分 

規約変更認 

可申請書等 

の認可 

規約変更届出 

書等の受理 

厚生労働大臣 

への提出書類 

の経由 

公法人証明 

・印鑑証明 

２４年度 ７４ １４５ ４７０ １１ 

 

（５）厚生年金基金の実地監査等 

① 概要 

実地監査にあたっては、「厚生年金基金及び国民年金基金の実地監査について」（平

成１６年４月１９日付厚生労働省年金局企業年金国民年金課長及び運用指導課長通知）

を基本とし、厚生局長が必要と認めた基金に対して実施しました。 
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② 実績 

・実地監査 ･･････････････････････････････････････････････    ７基金 

・実地監査の結果、財政運営基準に定める積立水準を満たしていない基金においては、

引き続き財政の健全化に取り組むよう指導しました。また、通知に基づき代議員定数

を見直すことや要綱に基づき監事監査を実施することなどを指導しました。 

 

（６）国民年金基金の規約変更の認可等 

① 概要 

国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受け都道府県毎や業種別に公法人である国

民年金基金を設立（地域型又は職能型）し、自営業者等の方々に老齢基礎年金に上乗

せ給付を支給する制度です。 

中国四国厚生局では、国民年金基金に係る規約変更認可申請書、規約変更届出書等

の受理及び認可、厚生労働大臣への提出書類の経由などの業務を行っています。 

 

② 実績 

・中国四国厚生局が所管する国民年金基金数（平成２５年３月末現在） 

５基金（地域型） 

・各申請書等の処理件数 

（単位：件） 

区  分 

規約変更認 

可申請書等 

の認可 

規約変更届出 

書等の受理 

厚生労働大臣 

への提出書類 

の経由 

２４年度 ０ １７ ４０ 

 

（７）国民年金基金の実地監査等 

① 概要 

実地監査にあたっては、「厚生年金基金及び国民年金基金の実地監査について」（平

成１６年４月１９日付厚生労働省年金局企業年金国民年金課長及び運用指導課長通知）

を基本とし、厚生局長が必要と認めた基金に対して実施しました。 

 

② 実績 

・実地監査 ･･････････････････････････････････････････････    １基金 

・実地監査の結果、自家募集及び受託募集による加入促進を図っていますが、加入員

が減少傾向にあることから、加入員確保に向けた一層の取り組みを指導しました。ま

た、基金規程に基づいた適切な代議員会の運営を行うよう指導しました。 

 

（８）確定拠出年金の規約承認等 

① 概要 

確定拠出年金は、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己責任において運用の
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指図を行い、高齢期において、その結果に基づいた給付を受ける制度で、厚生年金保

険の適用事業所の事業主が単独又は共同して実施する「企業型」と、国民年金基金連

合会が実施する「個人型」があります。 

中国四国厚生局では、企業型に係る管内の事業主からの規約承認申請書、規約変更

承認申請書及び規変更届出書等の受理及び承認の業務を行っています。 

 

② 実績 

・中国四国厚生局が所管する確定拠出年金事業所数（平成２５年３月末現在） 

１３５事業所 

※平成２４年度新規承認【参考】･･････････････････････････  ８事業所 

平成２４年度規約の終了 ･･････････････････････････････  １事業所 

・各申請書等の処理件数 

（単位：件） 

区  分 

規約承認申 

請書の承認 

規約変更承認 

申請書等の承 

認 

規約変更届出 

書等の受理 

２４年度 ８ ４３ １７５ 

 

（９）確定給付企業年金の規約承認等 

① 概要 

確定給付企業年金は、労使合意の年金規約に基づき、事業主と信託会社・生命保険

会社等が契約を結び、母体企業の外で年金資産を管理・運用し年金給付を行う「規約

型」と、母体企業とは別の法人格を持った企業年金基金を設立した上で、企業年金基

金において年金資産を管理運用し年金給付を行う「基金型」がある制度です。 

中国四国厚生局では、企業年金基金及び事業主からの規約認可・承認申請書、規約

変更認可・承認申請書及び規約変更届出書等の受理、承認及び認可、厚生労働大臣へ

の提出書類の経由並びに公法人証明・印鑑証明等の業務を行っています。 

 

② 実績 

・中国四国厚生局が所管する確定給付企業年金事業所等数（平成２５年３月末現在） 

７６０事業所等 

※平成２４年度新規承認（認可）【参考】･････････････････     １事業所 

平成２４年度規約の終了 ･････････････････････････････   １７事業所 

・各申請書等の処理件数 

（単位：件） 

区  分 

規約申請書等 

の承認 

規約変更届出 

書の受理 

厚生労働大臣 

への提出書類 

の経由 

公法人証明 

・印鑑証明 

２４年度 ４７ ２１０ ６７１ ３ 
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（10）確定給付企業年金の指導監査等 

① 概要 

指導監査にあたっては、「確定給付企業年金法に基づく監査の実施について」（平

成２２年１１月１日付厚生労働省年金局長通知）を基本として、企業年金の実施から

概ね３年を経過している事業主及び企業年金基金に対して実施しました。 

 

② 実績 

・書面監査 ･････････････････････････････････････････････   ２９事業主 

２企業年金基金 

・実地監査 ･････････････････････････････････････････････   ３事業主 

・書面監査及び実地監査の結果、運用の基本方針の未作成、事業概況の加入者等への

周知の未実施等の事業主に対して、適切な実施を指導しました。また、規約に加入除

外者を明確に規定することや加入者原簿へ基礎年金番号を記載することなどを指導し

ました。 
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＜指導部門＞ 

 

１０ 管理課 

 

（１）医療法人の定款変更等の認可等 

① 概要 

医療法人のうち、一つの都道府県の区域内で病院等を開設する法人は都道府県が所

管し、二つ以上の都道府県の区域で病院等を開設する法人については厚生労働省が所

管しています。 

厚生労働省が所管する医療法人のうち、中国四国厚生局では、管内５県に主たる事

務所を置いているものについて、病院等の開設、廃止などによる定款変更等の認可、

各種届出の受理の業務を行っています。（ただし、設立、合併、解散の認可業務は厚

生労働省医政局指導課が行います。） 

 

② 実績（平成２４年度） 

所管する医療法人数 ･･･････････････････････････････････  ２４法人 

・定款変更の認可 ･････････････････････････････････････  １４件 

 

（２）公益法人等が行う医療保健業に係る非課税措置制度に関する証明事務 

① 概要 

一般社団法人のうち、いわゆるオープン病院事業を行う医師会や歯科医師会で一定

の基準を満たしたものや、公益法人等のうち、無料低額な診療を実施する病院事業を

行う法人で一定の基準を満たしたものについて、その法人が行う医療保健業を収益事

業の範囲から除外する措置を受けるためには、法人税法施行規則第５条第６号又は同

規則第６条第４号及び７号の規定に基づく厚生労働大臣の証明を要するものとされて

います。 

中国四国厚生局では、この証明書の交付事務を行っています｡ 

 

② 実績（平成２４年度） 

・証明書の交付 ･･･････････････････････････････････････  １２件 

 

（３）特定医療法人が厚生労働大臣の定める基準を満たす旨の証明事務 

① 概要 

特定医療法人として法人税の軽減を受けようとする場合は、租税特別措置法施行令

第３９条の２５第１項第１号の規定に基づく厚生労働大臣の証明を要するものとされ

ています。 

中国四国厚生局では、この証明書の交付事務を行っています。 
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② 実績（平成２４年度） 

・証明書の交付 ･･･････････････････････････････････････  ５７件 

 

（４）後期高齢者医療制度の助言・指導監督 

 ① 概要 

   後期高齢者医療制度の保険者等に対して、後期高齢者医療制度の適正かつ安定的な

運営の確保を図り、保険財政の健全化及び医療費の適正化に努めるよう、必要な助言

及び指導監督を行っています。 

 

 ② 実績（平成２４年度） 

   管内の５県、後期高齢者医療広域連合及び市町村並びに国民健康保険団体連合会に

対して指導監督を実施し、保険料収入の確保対策、レセプト点検調査の充実強化等の

医療費適正化対策、保険事業の推進等について助言を行いました。 

   ・５県、５広域連合、５市町、３国保連合会 

 

（５）国民健康保険の助言・指導監督 

① 概要 

国民健康保険の保険者等に対し、国民健康保険事業の適正かつ安定的運営の確保を

図り、保険財政の健全化、医療費の適正化及び保健事業の推進に努めるよう、必要な

助言及び指導監督を行っています。 

 

② 実績（平成２４年度） 

管内の５県及び対象市町等に対して助言・指導監督を実施し、適用の適正化対策、

保険給付費等に見合う適正な賦課、保険料（税）収入の確保対策、レセプト点検調査

の充実強化等の医療費適正化対策、保健事業の推進等について助言を行いました。 

・５県、５市町、３国保連合会、２国保組合 

 

（６）社会保険診療報酬支払基金の実地監査 

① 概要 

保険医療機関及び保険薬局から提出された被用者保険分に係るレセプトの審査・支

払業務等を行っている社会保険診療報酬支払基金支部に対し、業務の適正かつ効率的

な運営を確保するよう、少なくとも３年に１回実地監査を行います。 

中国四国厚生局では、管内（５県）の社会保険診療報酬支払基金支部の実地監査を

実施しました。 

 

② 実績（平成２４年度） 

・１支部（山口） 
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１１ 医療課 

 

（１）指導監査課及び県事務所の行う業務に関する事務の指導及び監督 

① 概要 

医療課は、健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制

度に係る療養に関する監督及び保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定

訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する指導・監査等の事務等の業

務を取り扱う中国四国管内の指導監査課（広島県）及び中国四国厚生局管内の各県ご

とに設置された事務所（広島県を除く）に対して、事務の指導及び監督を行っていま

す。 

 

（２）国の開設する病院等の開設承認等 

① 概要 

病院、診療所、助産所を開設する場合は、都道府県知事の許可が必要となりますが、

国（国とみなす国立大学法人、独立行政法人を含む）が開設する病院等は、都道府県

知事の許可に替えて、厚生労働大臣の承認を受けなければなりません。 

中国四国厚生局では、これら国の開設する病院等の開設や開設承認事項の変更の申

請等の承認、通知の受理を行っており、併せて開設、変更に伴う構造設備の使用前の

立入検査を実施しています。 

 

② 実績（平成２４年度） 

・開設の承認 ･････････････････････････････････････････    ０件 

・開設承認事項の変更の承認 ･･･････････････････････････ １６８件 

・構造設備の使用の承認 ･･･････････････････････････････ １４５件 

○国の開設する病院等数（平成２５年３月末現在） 

 

 

（３）医療監視業務 

① 概要 

医療機関への立入検査（いわゆる医療監視）業務は、医療機関が法令により規定さ

れた人員及び構造・設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かを検査し、不

適正な場合は指導等を通じて改善を図り、良質で適正な医療が国民に提供されること

を目的として、厚生労働省・県・保健所を設置する市が行うこととされています。 

中国四国厚生局では、医療法の規定に基づき、特定機能病院への立入検査を実施し

ています。 

 管内計 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 

病 院 ２９  ５  ３  ７  ８  ６  

診療所 ６５  ７  ６  ９  ３０  １３  

計 ９４  １２  ９  １６  ３８  １９  

58



（特定機能病院） 

特定機能病院とは、平成５年の第二次医療法改正により制度化された医療機関の機

能区分で、医療法第４条の規定により、 

ア 高度の医療を提供する。 

イ 高度の医療技術の開発・評価を行う。 

ウ 高度の医療に関する研修を行わせる。 

等の能力を有する他、必要な施設を有し、構造・設備が厚生労働省令で定める要件に

適合する、病床数４００床以上の病院で、厚生労働大臣の承認を得た病院です。 

 

② 実施方法 

立入検査は、原則として管内の６施設に対して年に１回実施しています。実施にあ

たっては、医療法の規定に基づく地方自治体（保健所）による立入検査の実施に併せ、

合同で実施しています。 

 

③ 実績等 

・中国四国厚生局所管の特定機能病院（平成２４年度末現在） 

県 名 施  設  名 所管保健所名 

鳥取県 鳥取大学医学部附属病院 米子保健所 

島根県 島根大学医学部附属病院 出雲保健所 

岡山県 
岡山大学病院 岡山市保健所 

川崎医科大学附属病院 倉敷市保健所 

広島県 広島大学病院 広島市保健所 

山口県 山口大学医学部附属病院 宇部保健所 

・実績（平成２４年度） 

立入検査の実施病院数 ･････････････････････････････････   ６病院 
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１２ 福祉指導課 

 

（１）介護保険施設等に対する指導 

① 概要 

介護保険施設等に対する実地指導は、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭にお

いて、介護保険施設及び事業者の支援を基本とし介護給付等対象サービスの質の確保

及び保険給付の適正化を図ることを目的として、介護保険法第２４条の規定に基づき

実施するものです。 

平成２４年度は、主に地域密着型サービス事業所を対象として市町と合同で実施し、

指定認知症対応型共同生活介護事業所について、特に重点的に実施しました。 

実地指導に当たっては、利用者の尊厳の保持の観点に立ち、サービスの質の確保・

向上が図られるよう、①認知症ケアの基本を踏まえたサービス提供がなされているか、

②認知症対応型共同生活介護というサービス形態の基本的考えを理解し、その特長を

生かしたケアを実践しているか、また、③アセスメント・プランニング・モニタリン

グ等の一連のプロセスの重要性を理解し、実践しているか等についてヒアリングを行

い、これらに対する助言・指導を行いました。 

 

② 実績（平成２４年度） 

ア 実地指導の状況 

地域密着型サービス事業所９事業所に対し、市町と合同で実施しました。 

 

イ  実地指導結果 

文書をもって是正改善を求める必要が認められた事業所はありませんでした。 

なお、サービスの質の確保・向上のために必要と判断された事項のあった事業所

については、現地にて助言・指導を行いました。 

 

（２）介護保険の保険者に対する指導 

① 概要 

介護保険業務に係る保険者に対する実地指導は、市町村等が行う介護保険事業の運

営が健全かつ円滑に行われるよう、介護保険法第５条、第１９７条及び地方自治法第

２４５条の４の規定に基づき実施するものです。 

実地指導は、対象市町村等へ出向き指導を行っています。指導に当たっては、地域

密着型サービス事業者等の指定及び指導監督事務等が、適正に行われているかについ

て確認するため、関係書類を閲覧し、担当者からヒアリングを行ったうえで、必要な

技術的助言を行うこととしています。 

全ての保険者に対する実地指導を行うには相当の年月を要することから、２４年度

より、県単位で各保険者の担当者を集めて集団指導を実施しています。 
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② 実績（平成２４年度） 

ア 指導の状況 

実地指導は、管内９県内の９市町に対し、実施しました。 

集団指導は、鳥取県、香川県、高知県の３県に対し、実施しました。 

 

イ 実地指導結果 

文書による技術的助言の概要は、次のとおりです。 

・介護サービス事業所の廃止について、公示が行われていないことが認められま

した。今後、介護サービス事業所の廃止届があったときは、介護保険法第78条の

11並びに同法115条の20の規定に基づき公示すること。 

 

（３）介護サービス事業者の届出等に関する業務 

① 概要 

介護保険法及び老人福祉法の改正により、平成２１年５月１日より、介護サービス

事業者による法令遵守の履行を確保し、不正行為の発生を未然に防止するとともに、

介護サービスの利用者等の保護と介護事業運営の適正化を図るため、介護サービス事

業者に対し、業務管理体制の整備と届出が義務付けられました。 

この届出は、指定等を受けている事業所等の所在地が２以上の都道府県に所在する

事業者で、かつ、その事業所の所在地が２以下の地方厚生局の管内にとどまる事業者

にあっては、地方厚生局（３以上の厚生局にまたがる場合は厚生労働本省）で、地域

密着型サービスのみを行う事業者であって、指定を受けているすべての事業所等の所

在地が、同一の市町村に所在する事業者にあっては市町村で、前記のいずれにも該当

しない事業者は都道府県で、それぞれ行うことになりました。 

 

② 実績（平成２４年度） 

所管する介護サービス事業者数 １０８事業者（平成２５年３月末現在） 

・介護保険法第１１５条の３２第２項 （整備）  ･･････････････  なし 

・介護保険法第１１５条の３２第３項 （届出事項の変更）  ････    ２０件 

・介護保険法第１１５条の３２第４項 （区分の変更）  ････････    １６件 

 

（４）介護サービス事業者の業務管理体制に関する検査 

① 概要 

介護保険法第１１５条の３３、第１１５条の３４等の規定に基づき、介護サービス

事業者等に対して業務管理体制の整備に関する検査を実施するものです。 

介護サービス事業者業務管理体制確認検査には、業務管理体制の届出内容を確認す

るために実施する「一般検査」と指定事業所等の指定等取消処分相当事案が発生した

場合に実施する「特別検査」があります。 

また、厚生労働本省と地方厚生局は、均一な検査水準の確保を図る観点から、都道

府県及び市町村が実施する業務管理体制の整備に関する監督事務について、介護保険

法第１９７条第２項の規定に基づき報告の徴収等（自治体指導）を実施します。 
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② 実績（平成２４年度） 

ア 届出内容の確認等 

一般検査１６件、特別検査１件 

 

イ 自治体指導 

７市町 

 

（５）社会福祉法人の許認可等に関する業務 

① 概要 

社会福祉法人は、「社会福祉法」の規定に基づき、社会福祉事業を行うことを目的

として設立される法人であり、その設立・解散や定款変更等の許認可、各種届出の受

理などの事務については、厚生労働省又は地方公共団体（都道府県・指定都市・中核

市）が行うこととされています。 

事業の区域が、一の都道府県・指定都市・中核市の管轄する区域に限られている場

合は、それぞれの都道府県・指定都市・中核市が所管しています。一方、二以上の都

道府県で事業を行う場合は、厚生労働省の所管となりますが、特定の要件（ア～エ）

に該当する場合については、厚生労働本省が所管となり、厚生労働本省所管以外の場

合については、法人の主たる事務所の所在地を管轄区域とする地方厚生局が所管とな

ります。 

※特定の要件 

ア 各都道府県において活動している民間団体（社協）や利用者（当事者等）並び

に施設等を統括する全国組織（中央組織）として設立され全国を単位として事業

を行う法人 

イ 地域を限定することなく高齢者、障害者及び児童等の福祉について、助成事業、

相談事業を行う法人 

ウ 個別の法令等を根拠として指定された法人 

エ 上記に類する事業を行う法人 

 

② 実績（平成２４年度） 

所管する法人数 ４６法人（平成２５年３月末現在） 

・定款変更の認可  ･･････････ ３９件 

・定款変更の届出  ･･････････  ９件 

 

（６）社会福祉法人に対する指導監査 

① 概要 

社会福祉法人に対する指導監査は、社会福祉法人の適正な運営と円滑な社会福祉事

業の経営の確保を目的として、社会福祉法第５６条第１項の規定に基づき実施するも

のです。 

指導監査の対象は、中国四国厚生局が所管する社会福祉法人です。 
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このうち、老人の福祉に関する事業を主たる目的とする社会福祉法人については、

「介護サービス指導官」が指導監査を行っており、その他の社会福祉法人に対する指

導監査は、近畿厚生局に配置されている「社会福祉監査官」が中国四国厚生局に併任

されて担当しています。 

 

② 実績（平成２４年度） 

ア 老人福祉に関する社会福祉法人 

（ア）実施状況 

対象法人２８法人のうち、８法人に対し実施しました。 

（イ）主な指摘事項は、次のとおりです。 

・理事長の選任について 

法人定款において、理事長は理事の互選により選出すると規定されていなが

ら、旧体制の役員において選出されていることが認められたので、今後は新役

員の選任後に理事会を開催して選出すること。 

・代表者の登記について 

法人の代表権を有する理事長の重任登記が行われていないことが認められた

ので、早急に手続きを実施すると共に、今後は、組合等登記令の定めに従い就

任後２週間以内に登記すること。 

・ 議事録の整備について 

議事録に記載しておくべき審議事項等の記録漏れが認められたので、今後は

審議内容を正確に記載すること。 

・ 評議員会について 

法人定款で定めている評議員会の要審議事項について、一部審議されていな

い状況が認められたので、今後は定款の規定に従い審議すること。 

・ 資産管理について 

国又は地方公共団体以外の者から借用している社会福祉事業に供する通所施

設の建物について、借用期間が10年未満でありながら利用権が設定登記されて

いないことが認められた。今般、当該事業所は別の場所にある賃貸借建物への

移転が決まっているので、移転先において10年以上の契約期間設定若しくは利

用権の設定登記を行うこと。 

・ 入所者預かり金について 

入所者の預金通帳と銀行届出印を保管する金庫の鍵を同一人が管理しており、  

単独で預かり金の引出しが可能であることが見受けられた。預かり金を適正に

管理する観点から、通帳と印鑑は異なる金庫に保管し、鍵はそれぞれ別の者が

所持するなど、相互牽制体制を確保するよう所要の是正を講ずること。なお、

法人が定める「預り金管理規定」で義務づけられている預金通帳の点検実施を、 

入所者の通帳についても規定どおり毎月１回行うこと。 

 

イ 老人福祉以外に関する社会福祉法人 

（ア）実施状況 
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対象法人１２法人のうち、３法人に対し実施しました。 

（イ）主な指摘事項は、次のとおりです。 

・ 監事及び評議員について、速やかに欠員を補充すること 

・ 役員及び評議員について、その親族その他特殊の関係がある者が、定款上定

めている数を超えて含まれていることが認められたので是正すること 

・ 一部の理事、評議員については恒常的に欠席している状況が確認されたので、

出席の意思がない場合は速やかに理事及び評議員の交代を行うこと 

・ 評議員は、理事会の同意を経て、理事長が委嘱することになっているが、評

議員会において選任していることが認められたので、定款の定めに従い理事会

において選任すること 

・ 登記簿上所有権を有している建物が定款に記載されていないこと及び定款に

記載されている内容が一部登記簿と一致していないことが認められたので、速

やかに定款変更を行うこと 

 

（７）障害者自立支援業務に関する指導 

① 概要 

障害者自立支援制度の円滑かつ適正な実施を図る観点から、障害者自立支援法第２

条第３項及び地方自治法第２４５条の４の規定に基づいて、管内の９県に対して実施

するものです。厚生労働本省及び関東信越厚生局に配置されている自立支援指導官が

中国四国厚生局に併任されて担当しており、それぞれの県に出向き行っています。 

 

② 実績（平成２４年度） 

対象県９県のうち、１県において実施しました。 
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１３ 指導監査課／県事務所 
 

（１）保険医療機関等の指定、保険医等の登録に関する申請、届出等の受付及び

審査 

① 概要 

ア 保険医療機関等の指定等 

医療機関又は薬局が健康保険法等における療養の給付の取扱いを行うためには、

当該医療機関又は薬局の開設者の申請によって、地方厚生局長の指定を受けなけれ

ばなりません。 

この指定を受けた医療機関を保険医療機関といい、薬局を保険薬局といいます。 

なお、地方厚生局長が保険医療機関又は保険薬局の指定を行おうとするときは、

地方社会保険医療協議会に諮問しなければならないこととされています。 

中国四国厚生局では、これらの保険医療機関及び保険薬局の指定のほか、健康保

険法による指定訪問看護事業者の指定、柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任

に関する業務を行っています。  
 

イ 保険医等の登録  
    保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険

薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、地方厚生局長の登録を受けた医

師若しくは歯科医師又は薬剤師でなければならないこととされています。  
    この登録を受けた医師又は歯科医師を保険医といい、薬剤師を保険薬剤師といい

ます。  
    中国四国厚生局では、保険医及び保険薬剤師の登録に関する業務を行っています。 

 

② 実績（平成２４年度） 

新規指定保険医療機関等・新規登録保険医等件数 

県名 
新規指定数（単位：件） 新規登録数（単位：人） 

医科 歯科 薬局 医師 歯科医師 薬剤師 

鳥取 6 2 12 34 5 32 

島根 9 5 11 52 1 37 

岡山 18 10 24 136 58 128 

広島 20 23 44 137 60 145 

山口 10 11 21 73 6 79 

合計 63 51 112 432 130 421 
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（２）保険医療機関等及び保険医等に対する指導監査  

① 概要 

ア 指導 

保険医療機関等や保険医等に対し「保険医療機関及び保険医療養担当規則」等に

定められている保険診療等の取扱い、診療報酬等の請求などに関する事項について

周知徹底し、保険診療等の質的向上及び適正化を図ることを目的として、中国四国

厚生局では、健康保険法等の規定に基づき、保険医療機関等や保険医等に対する指

導を行うこととしています。 

 

イ 監査 

保険医療機関等や保険医等が保険診療等の取扱いや診療報酬等の請求などが、法

令等の規定に従って適正に実施されているかを確認するため、中国四国厚生局では、

健康保険法等の規定に基づき、保険医療機関等や保険医等に対して、監査を実施す

ることとしています。 

なお、監査の結果に基づき、必要に応じて、保険医療機関等の指定の取消、保険

医等の登録の取消などの行政上の措置を行います。 

 
② 実績（平成２４年度） 

ア 指導の実施状況 

【個別指導】 

県名 
保険医療機関等（単位：件） 保険医等（単位：人） 

医科 歯科 薬局 計 医師 歯科医師 薬剤師 計 

鳥取 18 11 11 40 58 12 14 84 

島根 17 6 8 31 46 8 11 65 

岡山 10 3 8 21 100 7 8 115 

広島 11 2 55 68 44 2 67 113 

山口 27 19 31 77 61 19 46 126 

合計 83 41 113 237 309 48 146 503 

 

【新規個別指導】 

県名 
保険医療機関等（単位：件） 保険医等（単位：人） 

医科 歯科 薬局 計 医師 歯科医師 薬剤師 計 

鳥取 12 5 11 28 14 6 23 43 

島根 14 4 10 28 21 4 12 37 

岡山 52 27 45 124 52 27 45 124 

広島 47 44 45 136 56 50 60 166 

山口 26 15 20 61 27 15 31 73 

合計 151 95 131 377 170 102 171 443 
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【集団的個別指導】 

県名 
保険医療機関等（単位：件） 

医科 歯科 薬局 計 

鳥取 28 17 20 65 

島根 32 23 22 77 

岡山 0 0 52 52 

広島 0 124 110 234 

山口 61 54 58 173 

合計 121 218 262 601 

 

イ 監査の実施状況 

県名 
保険医療機関等（単位：件） 保険医等（単位：人） 

医科 歯科 薬局 計 医師 歯科医師 薬剤師 計 

鳥取 1（0） 1（0） 1（0） 3（0） 3（0） 1（0） 1（0） 5（0） 

島根 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 

岡山 2（1） 0（0） 0（0） 2（1） 2（1） 0（0） 0（0） 2（1） 

広島 0（1） 0（0） 0（0） 0（1） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 

山口 0（0） 0（1） 0（0） 0（1） 0（0） 0（1） 0（0） 0（1） 

合計 3（2） 1（1） 1（0） 5（3） 5（1） 1（1） 1（0） 7（2） 

注：（ ）内は、当該年度に取消処分した件数である。 

 

ウ 返還金の状況 

県名 
返還額（単位：千円） 

指導によるもの 監査によるもの 計 

鳥取 12,536 0 12,536 

島根 2,209 38,327 40,536 

岡山 622,187 0 622,187 

広島 9,754 0 9,754 

山口 20,780 1,262 22,042 

合計 667,466 39,589 707,055 
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＜麻薬取締部＞ 

 

１４ 麻薬取締部 

 

（１）薬物事犯の取締り 

① 概要 

ア 薬物事犯の取締り 

麻薬取締部は、薬物犯罪に関する司法警察権を付与された麻薬取締官によって構

成され、麻薬、大麻や覚醒剤などの薬物犯罪の取締りを行っています。 

 

イ 各取締機関との連携 

（ア）麻薬取締協議会 

麻薬取締部では、毎年、薬物犯罪の取締りに関する情報交換や裁判例の分析、

捜査上の留意点等に対する検討を行うため、厚生労働省、法務省、財務省、警察

庁、海上保安庁及び中国地区管内の警察、税関、海上保安部、県薬務主管課等に

よる「中国地区麻薬取締協議会」を開催しています。 

（イ）麻薬取締職員会議 

上記の麻薬取締協議会に併せて、管内の県薬務主管課麻薬取締員による「中国

地区麻薬取締職員会議」を開催し、医療用麻薬等が適切に流通するよう監視・監

督等に関する会議を行い、各県との連携強化を図っています。 

（ウ）その他会議 

各県が毎年開催する薬物乱用対策推進地方本部会議、税関が各地区で開催する

密輸出入取締対策地区協議会等の会議に出席して、薬物事犯取締対策・薬物乱用

防止対策について、関係機関と協議しています。 

（エ）合同捜査 

個々に取り扱う薬物事件については、その性質、内容により、必要に応じ、取

締関係機関（警察・海上保安部・税関・ＮＣＩＳ（米合衆国海軍犯罪捜査局））

との合同捜査を行っています。 

 

② 実績（平成２４年） 

ア 薬物事犯の取締り 

・検挙件数、人員 

法 令 別 件 数（件） 人 員（人） 

覚せい剤取締法 
麻薬及び向精神薬取締法 
大麻取締法 

２１ 
 ３ 
 ６ 

１６ 
 ３ 
 ４ 

計 ３０ ２３ 

 

 

68



・押収品目、数量 

品   目 数   量 

覚醒剤（粉末） 
乾燥大麻 
麻薬ＭＤＭＡ 
麻薬マジックマシュルーム 

１１．８８８グラム 
１７．８３８グラム 

  １５錠 
 ３．６７１グラム 

 

イ 各取締機関との連携 

    ・会議の開催 

      中国地区麻薬取締協議会   ６月７日（広島市） 

      中国地区麻薬取締職員会議  ６月８日（広島市） 

 

（２）鑑定 

① 概要 

麻薬取締部では薬物犯罪を立証するため、薬物鑑定に関する以下のような業務を行

っています。 

・押収した薬物の定性分析及び定量分析 

・生体試料（尿、汗、毛髪等）からの規制薬物の検出及び定性分析 

・信頼性の高い鑑定手法の開発や、新たな規制薬物の鑑定方法の研究 

 

 ② 実績（平成２４年） 

鑑定嘱託件数  
検体数  

１８１件 
 ３１２検体 

 

（３）正規麻薬等の指導・監督 

① 免許、許可等 

ア 概要 

麻薬、向精神薬等は、中枢神経系に作用して精神機能に影響を及ぼす物質で、そ

の使用方法を誤ると、個人の健康を害するだけでなく各種犯罪の誘因となるなど、

公共の福祉に計り知れない危害をもたらす危険な薬物となります。その中には、す

ぐれた鎮痛、鎮静効果等を有し医療分野に不可欠なものもあります。 

そこで、これら麻薬等が横流しされ乱用されないようその使用及び流通を正当な

目的（医療及び学術研究）に関するもののみに限定してその取扱いを免許制、許可

制、登録制とし、国民の健康被害を未然に防止しています。麻薬取締部では、これ

らの免許業務等を行っています。 

 

  イ 実績（平成２４年） 

種   別 件   数 

麻薬関係 
（うち麻薬小売業者間譲渡許可） 
（うち麻薬携帯輸出入許可） 
向精神薬関係 
麻薬向精神薬原料関係 
あへん関係 

２０７件 
（８５件、３７１店舗） 

（ ２１件） 
 １２件 
 ２５件 
  ２件 
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② 立入検査 

ア 概要 

麻薬取締部では、麻薬や向精神薬などを取り扱う施設（輸入業者、輸出業者、製

造業者、卸売業者、病院、診療所、薬局、研究所、大学など）に対して立入検査を

実施し、行政指導を通じてその取扱いの適正を図っています。 

 

イ 実績（平成２４年） 

種   別 件   数 

麻薬 
向精神薬 
覚醒剤、覚醒剤原料 

 ３０件 
 ６０件 
 １４件 

 

③ 事故麻薬等 

ア 概要 

麻薬、向精神薬、あへん、覚醒剤等の盗難、所在不明及びその他の事故について

は、麻薬及び向精神薬取締法等の規定に基づき、厚生労働大臣、地方厚生局長又は

都道府県知事に届け出ることになっており、再発しないよう麻薬取締官や麻薬取締

員が事故の内容を調査し、指導しています。また、犯罪性の疑いがある場合には捜

査に着手することになります。 

 

イ 実績（平成２４年） 

種 別 滅 失 所在不明 盗 取 その他 

麻薬 ２１６件 １９件 １件 １９件 

向精神薬 ０件 １件 ３件 １件 

麻薬等原料 ０件 ０件 ０件 ０件 

覚醒剤 ０件 ０件 ０件 ０件 

覚醒剤原料 ０件 ５件 ０件 ３件 

 

（４）国庫帰属麻薬等の処分 

① 概要 

犯罪捜査等により押収された麻薬等はいったん国庫に帰属し、その大部分は廃棄処

分となります。研究用等として必要な薬物は、厚生労働大臣の許可を得て研究用等に

再利用する場合もあります。麻薬取締部は、これら麻薬等の引継ぎ・廃棄・再交付事

務等の業務を行っています。 

 

 ② 実績（平成２４年） 

  国庫帰属受理件数 ３５件 

※地方検察庁、税関からの引継ぎです。 
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（５）薬物中毒者対策 

① 概要 

麻薬等薬物中毒者に対して、再び中毒や乱用に陥らないよう相談に応じるとともに

必要な指導を行っています。 

また、毎年、四国厚生支局麻薬取締部と共催で関係機関（精神科医師、精神保健福

祉センター職員、保健所職員、保護観察官、刑務官等）との「中国四国地区薬物中毒

対策連絡会議」を開催し相談業務の充実、連携を図っており、平成２４年度は、９月

２４日に山口市において開催しました。 

更に、麻薬取締部では、「麻薬・覚醒剤相談電話０８２－２２８－８９７４」を設

置し、薬物乱用者の家族などからの相談に応じています。 

相談電話の内容は、対象者の性格や行動の変化から薬物中毒ではないかといったも

のですが、なかでも、覚醒剤中毒になった場合の身体的・精神的変化等への質問が多

く、対象者に対する対処方法や病院施設等の紹介を求めたり、また、家族や友人での

説得の限界を感じ、第三者への危害が想定されるようになると、逮捕してでも更正さ

せたいといった相談もあります。 

そのほか、「薬物乱用防止５か年戦略の加速化プラン」の策定に伴い、初犯者が再

び薬物を乱用することのないよう麻薬取締部が検挙した初犯者やその家族に対する「

初犯者等に対する再乱用防止対策プログラム」を策定し、平成２３年８月１日から開

始しました。 

 

② 実績（平成２４年） 

相談電話受理件数   
再乱用防止対策プログラム件数   

２２件 
４６件 

 

（６）薬物乱用防止啓発活動 

① 薬物乱用防止教室等への講師派遣 

ア 概要 

薬物乱用を阻止するためには、新たな乱用者を作らない社会環境を醸成する必要

があります。このために、現職麻薬取締官や麻薬取締官ＯＢを学校、ＰＴＡ、各種

団体等が主催する薬物乱用防止教室等に派遣しています。 

 

イ 実績（平成２４年度） 

講師（現職麻薬取締官）を派遣した団体 
対象者数 

７団体 
１，８０２人 

 

② 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動 

２０１９年（平成３１年）までに薬物乱用を根絶することを目指した「新国連薬

物乱用根絶宣言」の支援事業の一環として、官民一体となり国内外における薬物乱

用防止に資するための活動を行っています。 
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③ 不正大麻・けし撲滅運動 

ア 概要 

「大麻」や「けし」は大麻取締法などの法律で栽培することが規制されています

が、自生の大麻やけしが薬物の乱用者に悪用されることのないようにするため、毎

年、５月１日～６月３０日の間を不正大麻・けし撲滅運動期間としており、本年も

ポスター、リーフレット等を配布するとともに、管内各県の保健所職員等と協力し

て自正大麻・けしの発見・除去を行っています。 

 

イ 実績（平成２４年度） 

除去した「けし」 ３９株 

 

④ あへん収納 

ア 概要 

毎年、管内のけし耕作者が採取したあへんの収納を行っており、平成２４年は７

月に行いました。（７月１０日、岡山県美作市） 

 

イ  実績（平成２４年度） 

けし耕作者 
あへん収納量 

  １名 
４１．０９グラム 

 

⑤ 麻薬・覚醒剤乱用防止運動 

ア 概要 

国民の薬物乱用防止に対する意識を深めるため、毎年麻薬・覚醒剤乱用防止運動

を実施しています。 

 

イ 実績（平成２４年度） 

１０月８日に鳥取県米子市の「米子コンベンションセンター」において四国厚生

支局麻薬取締部、鳥取県と共催で「麻薬・覚醒剤乱用防止運動鳥取大会」を開催し

参加者一人一人に薬物乱用による危害を認識させるとともに、乱用防止に対して積

極的な姿勢を喚起しました。 
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○年金管理課

中国管内の学生納付特例事務法人又は教育施設（平成２４年度末現在）

・学生納付特例事務法人

県 名
指 定

名 称 所在地 備 考年月日

鳥 取 H20.7.1 学校法人 倉吉市福庭８５４ 鳥取短期大学
藤田学院

H20.8.1 学校法人 鳥取市若葉台北 鳥取環境大学
鳥取環境大学 一丁目１番１号

島 根 H20.4.8 学校法人 松江市東朝日町 山陰中央専門
平成坪内学園 ７５－１２ 大学校

H24.4.1 学校法人 松江市西津田 松江理容美容専門

山陰理容美容学園 ２－１５－５ 学校

岡 山 H20.4.16 社会福祉法人 岡山市東区西大寺浜 旭川荘厚生専門学
旭川荘 ６１０ 院吉井川キャンパ

ス

H22.4.28 学校法人 岡山市北区祇園８６６ 旭川荘厚生専門
旭川荘 学院

H20.4.21 学校法人 倉敷市松島５７７ 川崎医科大学
川崎学園 川崎医療福祉大学

川崎医療短期大学

H20.4.21 学校法人 倉敷市松島６７２ 川崎リハビリテー

九曜学園 ション学院

H20.4.22 学校法人 岡山市中区平井 ワールドオプティ

志学学園 ６－６－１１ カルカレッジ

H20.5.1 学校法人 倉敷市有城７８７ 岡山学院大学

原田学園 岡山短期大学

広 島 H20.5.15 学校法人 広島市東区牛田新町 比治山大学
比治山学園 ４－１－１

H22.4.1 公立大学法人 広島市安佐南区大塚東 広島市立大学
広島市立大学 ３－４－１

（注）備考欄については、学生納付特例制度対象校。

・学生納付特例事務取扱教育施設

県 名
確 認

名 称 所在地 備 考年月日

鳥 取 H20.6.13 鳥取県立農業大学校 倉吉市関金町大鳥居
１２３８

H24.11.22 鳥取県立歯科衛生専 鳥取市吉方温泉
門学校 ３丁目７５－１－５

（注）国又は地方公共団体が設置する教育施設から取扱申出があったもの。

中国管内の保険料納付確認団体（平成２４年度末現在）

県 名
指 定

名 称 所在地 備 考年月日

広 島 H20.8.1 社団法人 広島市中区富士見町
広島県歯科医師会 １１－９
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県 組合名 事務所所在地 組合分類 組合員資格業種 所管別 ※

1 協同組合さんそ 米子市旗ヶ崎２２０１－１ 事業協同組合 異業種 共管

2 協同組合情報通信ネットワーク 鳥取市湖山町東５－５６７ 事業協同組合 異業種 共管

3
情報リンク協同組合(旧：協同組合エスケイ
ハイウェイーセンター）

鳥取市正蓮寺４３－２５ 事業協同組合 異業種 共管

4 スキルウェイ協同組合 鳥取市田島６４８ 事業協同組合 異業種 共管

5 オー・エム・エム・サービス協同組合 岡山市北区南方１－２－７ 事業協同組合 異業種 共管

6 岡山青果食品商業協同組合 岡山市南区市場１－１岡山市中央卸売市場内 事業協同組合 異業種 共管

7 岡山民医連事業協同組合 岡山市下伊福西町１－５３ 事業協同組合 異業種 専管

8
情報高速事業協同組合(旧：関通国際交流事
業協同組合)

岡山市北区富原３９０８－９ 事業協同組合 異業種 共管

9 協同組合アーバンプランニング 岡山市北区問屋町２７－１０６ 事業協同組合 異業種 共管

10 協同組合アルカディア 倉敷市浜町２－１－４ 事業協同組合 異業種 共管

11 協同組合華山 倉敷市連島町連島１０６－１ 事業協同組合 異業種 共管

12
協同組合ＫＲＣ（旧：協同組合岡山県高速
道路利用センター）

岡山市北区横井上４２－１ 事業協同組合 異業種 共管

13
協同組合中央管理システム（旧：協同組合
中央ハイウェイシステム）

倉敷市松島４７５ 事業協同組合 異業種 共管

14
経済交流協同組合（旧：岡山県経済交流事
業協同組合）

倉敷市中庄２８８１－３８ 事業協同組合 異業種 共管

15 国土ハイウェイ協同組合 岡山市北区野田４－１２－１７ 事業協同組合 異業種 共管

16 情報ハイウェイ協同組合 津山市川辺１０４２－１ 事業協同組合 異業種 共管

17 食の安全総合マネジメント協同組合 岡山市南区泉田２１－４ 事業協同組合 異業種 共管

18 ジョブネットワーク協同組合 岡山市北区中山下２－５－１０ 事業協同組合 異業種 共管

19 瀬戸内高速道路利用協同組合 倉敷市笹沖３９０ 事業協同組合 異業種 共管

20 全国療術師振興協同組合 岡山県岡山市南区泉田４０１ 事業協同組合 異業種 専管

21 中央企業管理協同組合 津山市材木町１３２８－１０ 事業協同組合 異業種 共管

22 中国歯科用品商協同組合 笠岡市四番町３－２４ 事業協同組合 小売業 専管

23 西日本流通サービス協同組合 総社市駅前１－３－６ハピネス１Ｆ 事業協同組合 異業種 共管

24 日本企業振興協同組合 岡山市御津金川２９０－１ 事業協同組合 異業種 共管

25 日本リラクゼーション業協同組合 岡山市北区丸の内１－７－１２ 事業協同組合 異業種 共管

26 東中国高速道利用協同組合 岡山市北区今８－２－１６ 事業協同組合 異業種 共管

27 備中技研協同組合 岡山市北区平田１５１－１１１サンシャイン平田Ａ 事業協同組合 異業種 共管

28 百恵事業協同組合 岡山市泉田２３－１ 事業協同組合 異業種 共管

○健康福祉課

鳥取県

岡山県

中小企業等協同組合一覧

平成２５年３月末現在
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県 組合名 事務所所在地 組合分類 組合員資格業種 所管別 ※

29 リーダック協同組合 岡山市北区野田３－１３－３７ 事業協同組合 異業種 共管

30 流通情報センター協同組合 岡山市北区今村６５２－１０６ 事業協同組合 異業種 共管

31 両備事業協同組合 岡山市北区錦町７－２３ 事業協同組合 異業種 共管

32 あいわ協同組合（旧：Ni-Hao協同組合） 福山市御幸町中津原１９９０ー４ 事業協同組合 異業種 共管

33 ＩＤネットワーク協同組合 広島区中区八丁堀１３－１５ 事業協同組合 異業種 共管

34 アジアネットワークス協同組合 福山市南蔵王町５－６－２４ 事業協同組合 異業種 共管

35 エス・ピー・シー中国理美容事業協同組合 広島市東区上大須賀町８－７プラザ広島ビル２階 事業協同組合
その他（理
美容）

専管

36 櫻花協同組合 福山市若松町１０－３１ 事業協同組合 異業種 共管

37
企業振興協同組合（旧：協同組合広島商工
協会）

広島市中区東千田町１－４－７ 事業協同組合 異業種 共管

38 協同組合アクセルハイウェイセンター 広島市中区十日市町２－８－２６ 事業協同組合 異業種 共管

39 協同組合いんのしまドミナント 尾道市因島土生町１８９９－８８ 事業協同組合 異業種 共管

40
協同組合グローブ（旧：ハイパーニューモ
デルソフト協同組合）

福山市木之庄町１－１８－３ 事業協同組合 異業種 共管

41 協同組合事業交流広島センター 広島市佐伯区五日市５－１６－１６ 事業協同組合 異業種 共管

42 協同組合千代田高速道路センター 広島市南区東雲本町２－１５－９ 事業協同組合 異業種 共管

43 協同組合ビジネス交流センター 広島市中区立町１－２３ 事業協同組合 異業種 共管

44 協同組合ビジネスネット二十一 福山市若松町８－１４ 事業協同組合 異業種 共管

45 協同組合備後エコタウン未来 福山市三之丸町１０－２７－１０１ 事業協同組合 異業種 共管

46 協同組合ファースト・ハイウェイ 東広島市西条町大字寺家６４２７－１ 事業協同組合 異業種 共管

47
協同組合メディアバンク・エデュケーショ
ン

福山市吉津町１０－３ソウケイビル２階 事業協同組合 異業種 共管

48 協同組合鯉城プランニング 広島市中区大手町４－３－１ 事業協同組合 異業種 共管

49 グローバルコミュニケーション協同組合 呉市広白石２－７－５－１０１ 事業協同組合 異業種 共管

50 グローバルビジョン事業協同組合 福山市光南町１－３－５ 事業協同組合 異業種 共管

51 グローバル・プラザ協同組合 福山市神辺町大字下竹田字亀田５１－１ 事業協同組合 異業種 共管

52 サーク協同組合 広島県安芸郡海田町稲荷町９－２０ 事業協同組合 異業種 共管

53
ジェック協同組合（旧：広島県高速道路利
用センター）

広島市南区皆実町４－１０－２５ 事業協同組合 異業種 共管

54
ＪＡＳ協同組合（旧：しまなみ国際協同組
合）

福山市王子町２－１４－３４ 事業協同組合 異業種 共管

55 総合ハイウェー協同組合 広島市中区宝町４－１－３０１ 事業協同組合 異業種 共管

56 東洋ハイウェイ協同組合 広島市東区温品７－１８－４ 事業協同組合 異業種 共管

57 西日本異業種協同組合 広島市中区東白島町１８－５ 事業協同組合 異業種 共管

58 西日本ゲルマニウム療法業協同組合連合会 広島市佐伯区五日市中央４－１０－１５－６０３ 事業協同組合
その他（ゲ
ルマニウム
療法）

専管

59 西日本国際協同組合 福山市曙町３－２１－１８ 事業協同組合 異業種 共管

広島県
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県 組合名 事務所所在地 組合分類 組合員資格業種 所管別 ※

60 西日本ハイウェイサービス協同組合  広島市西区己斐中２－２３－１（広島市佐伯区湯来町伏谷乙１３６１） 事業協同組合 異業種 共管

61 西日本メディカルサービス協同組合 広島市安佐南区川内５－２０－１９－８コーポアルファ２０６号 事業協同組合 異業種 共管

62 西日本ものづくり協同組合 福山市新涯町三丁目２０番２６号 事業協同組合 異業種 共管

63 ネットサービス協同組合 広島市西区東観音町１５－２４ 事業協同組合 異業種 共管

64 ビジネスクリエイト協同組合 広島市中区八丁堀６－１０ 事業協同組合 異業種 共管

65 ビジネスネット協同組合 広島市西区東観音町１５－２４ 事業協同組合 異業種 共管

66 広島県臨床検査事業協同組合 福山市草戸町１－２３－２１ 事業協同組合 医療・福祉 専管

67 広島ワールド協同組合 広島市中区舟入幸町２４－７－１０７ 事業協同組合 異業種 共管

68 備後経済振興協同組合 福山市光南町１－１－２６ 事業協同組合 異業種 共管

69 びんご真心協同組合 福山市王子町２－１４－３４ 事業協同組合 異業種 共管

70 平成流通サービス協同組合 福山市西新涯町１－１４－２９ 事業協同組合 異業種 共管

71 協同組合AAA 山陽小野田市大字有帆５７ 事業協同組合 異業種 共管

72 協同組合西日本ビューティーリンク 山口県周南市若宮町２－２６ 事業協同組合 異業種 専管

73 協同組合山九ハイウェイセンター 山口市大内御堀４０２２－１ 事業協同組合 異業種 共管

74 桜協同組合 岩国市周東町下久原１８６３－６ 事業協同組合 異業種 共管

75 山陽グループ事業協同組合 下関市彦島浜町１－１－１６ 事業協同組合 異業種 共管

76 西部ハイウェイ協同組合 岩国市麻里布町１－４－３ 事業協同組合 異業種 共管

77 トータルハイウェイ協同組合 下関市勝谷新町１－４－１ 事業協同組合 異業種 共管

78
日本高速道路利用協同組合（旧：山陽ハイ
ウェイきょうどう組合）

防府市鋳物師町８－３２ 事業協同組合 異業種 共管

79 ビューティージャパン事業協同組合 宇部市寿町２－５－２７－２ 事業協同組合
エステ
ティック業

専管

80 ヘッドアイ協同組合 周南市大字須々万本郷３５６－１２ 事業協同組合 異業種 共管

81 ユー・アイ・ケイ協同組合 宇部市大字善和字大日２０３－２４９ 事業協同組合 異業種 共管

※｢専管」は中国四国厚生局が所管する組合、「共管」は複数の行政庁が所管する組合

山口県
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平成２５年３月末現在

業種
振興計画変
更認定年度

県 組合名 事務所所在地

鳥取県 ―

島根県 ―

岡山県 岡山県食鳥肉販売業生活衛生同業組合 岡山市中区福泊１５０－１０

広島県 広島県食鳥肉販売業生活衛生同業組合 広島市中区河原町１－２６

山口県 ―

徳島県 徳島県食鳥肉販売業生活衛生同業組合 徳島県名西郡石井町高川原字加茂野６５

香川県 香川県食鳥肉販売業生活衛生同業組合 香川県高松市香南町岡５８

愛媛県 愛媛県食鳥肉販売業生活衛生同業組合 愛媛県松山市清住２－１０４０－３

高知県 ―

鳥取県 鳥取県飲食生活衛生同業組合 鳥取県鳥取市今町３５２－１２

島根県 島根県飲食業生活衛生同業組合 島根県松江市大輪町４２０－１

岡山県 岡山県飲食業生活衛生同業組合 岡山市北区中央町９－２０

広島県 広島県飲食業生活衛生同業組合 広島市中区河原町１－２６環衛ビル６階

山口県 山口県飲食業生活衛生同業組合 山口県山口市泉町９－３８堀本ビル１０１

徳島県 ―

香川県 香川県飲食業生活衛生同業組合 香川県高松市田町１－１２

愛媛県 愛媛県飲食業生活衛生同業組合 愛媛県松山市本町７－２

高知県 ―

鳥取県 ―

島根県 ―

岡山県 ―

広島県 ―

山口県 ―

徳島県 ―

香川県 ―

愛媛県 愛媛県中華料理生活衛生同業組合
愛媛県松山市本町７－２愛媛県本町ビル２
階

高知県 高知県中華料理生活衛生同業組合 高知県高知市廿代町１３－２

鳥取県 ―

島根県 ―

岡山県 岡山県料理業生活衛生同業組合 岡山市北区南方３－８－２３
飲
食
店 平

飲
食
店
営
業
（
中
華
料
理
業
）

平
成
２
４
年
度

生活衛生同業組合一覧

食
鳥
肉
販
売
業

平
成
２
０
年
度

飲
食
店
営
業
（
一
般
飲
食
業
）

平
成
２
４
年
度
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業種
振興計画変
更認定年度

県 組合名 事務所所在地

広島県 広島県料理業生活衛生同業組合 広島市中区河原町１－２６

山口県 ―

徳島県 徳島県料理業生活衛生同業組合 徳島県徳島市大道１－１３笠井ビル３階

香川県 ―

愛媛県 ―

高知県 ―

鳥取県 鳥取県社交料理生活衛生同業組合 鳥取県鳥取市今町１－３５２－１２

島根県 ―

岡山県 岡山県社交料飲生活衛生同業組合 岡山市北区表町３－６－９

広島県 広島県社交飲食生活衛生同業組合 広島市中区河原町１－２６広島県環衛ビル

山口県 ―

徳島県 徳島県社交飲食生活衛生同業組合 徳島県徳島市銀座６大野ビル２階東

香川県 香川県社交飲食業生活衛生同業組合 香川県高松市御坊町１０－１２

愛媛県 愛媛県社交飲食業生活衛生同業組合 愛媛県松山市千舟町１－１－３

高知県 高知県社交飲食業生活衛生同業組合
高知県高知市帯屋町１－１３－８アルカビ
ル５階

鳥取県 鳥取県喫茶業生活衛生同業組合 鳥取県鳥取市今町３５２－１２

島根県 ―

岡山県 岡山県喫茶飲食生活衛生同業組合 岡山市北区中山下２－７－５１

広島県 広島県喫茶飲食生活衛生同業組合 広島市中区河原町１－２６

山口県 ―

徳島県 ―

香川県 ―

愛媛県 愛媛県喫茶業生活衛生同業組合
愛媛県松山市本町７－２ 愛媛県本町ビル２
階

高知県 高知県喫茶飲食生活衛生同業組合 高知県高知市はりまや町１－９－８

鳥取県 鳥取県食肉生活衛生同業組合 鳥取県米子市糀町２－７０

島根県 島根県食肉生活衛生同業組合 島根県大田市朝山町仙山１６７７－２

岡山県 岡山県食肉生活衛生同業組合 岡山市中区桜橋１－２－４３

広島県 広島県食肉生活衛生同業組合 広島市中区河原町１－２６

山口県 山口県食肉生活衛生同業組合 山口県山口市２－８－１４

徳島県 徳島県食鳥肉生活衛生同業組合 徳島県徳島市かちどき橋１－４１

香川県 香川県食肉生活衛生同業組合 香川県高松市郷東町５８７－１９７

愛媛県 愛媛県食肉生活衛生同業組合 愛媛県松山市来住町１４３０－１

食
肉
販
売
業

平
成
２
３
年
度

店
営
業
（
料
理
業
）

平
成
２
４
年
度

飲
食
店
営
業
（
社
交
業
）

平
成
２
４
年
度

喫
茶
店
営
業

平
成
２
４
年
度

79



業種
振興計画変
更認定年度

県 組合名 事務所所在地

高知県 高知県食肉生活衛生同業組合 高知県高知市海老ノ丸１３－５８

鳥取県 ―

島根県 ―

岡山県 ―

広島県 ―

山口県 ―

徳島県 ―

香川県 ―

愛媛県 ―

高知県 ―

鳥取県 ―

島根県 ―

岡山県 ―

広島県 ―

山口県 ―

徳島県 ―

香川県 ―

愛媛県 ―

高知県 ―

鳥取県 鳥取県旅館ホテル生活衛生同業組合 鳥取県鳥取市栄町６０６

島根県 島根県旅館ホテル生活衛生同業組合 島根県松江市千鳥町５９

岡山県 岡山県旅館ホテル生活衛生同業組合 岡山市北区出石町１－２－４ー２０１

広島県 広島県ホテル旅館生活衛生同業組合 広島市中区河原町１－２６

山口県 山口県旅館生活衛生同業組合 山口県山口市湯田温泉５－２－２０

徳島県 徳島県旅館業生活衛生同業組合 徳島県徳島市元町１－２４

香川県 香川県ホテル旅館生活衛生同業組合 香川県高松市西の丸町１０－１５

愛媛県 愛媛県旅館ホテル生活衛生同業組合 愛媛県松山市道後温泉湯之町６－８

高知県 高知県旅館ホテル生活衛生同業組合 高知県高知市升形５－３４

鳥取県 鳥取県公衆浴場業生活衛生同業組合 鳥取県鳥取市末広温泉町４０１

島根県 ―

岡山県 ×

広島県 ×

旅
館
業

平
成
２
２
年
度

浴

平
成
２

氷
雪
販
売
業

平
成
２
３
年
度

飲
食
店
営
業
（
め
ん
類
）

平
成
２
２
年
度
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業種
振興計画変
更認定年度

県 組合名 事務所所在地

山口県 ×

徳島県 徳島県公衆浴場生活衛生同業組合 徳島県徳島市大工町２－２９

香川県 香川県公衆浴場業生活衛生同業組合 香川県高松市塩上町２－５－２２

愛媛県 愛媛県公衆浴場業生活衛生同業組合 愛媛県今治市鯉池町１－７

高知県 ―

鳥取県 ―

島根県 ―

岡山県 ―

広島県 ―

山口県 ―

徳島県 ―

香川県 ―

愛媛県 ―

高知県 ―

鳥取県 鳥取県すし商生活衛生同業組合 鳥取県鳥取市今町１－３５２－１２

島根県 島根県すし商生活衛生同業組合 島根県松江市東本町１－６１

岡山県 岡山県鮨商生活衛生同業組合 岡山市北区大供１－４－１５

広島県 広島県すし商生活衛生同業組合 広島市中区河原町１－２６

山口県 山口県すし商生活衛生同業組合 山口県下関市幡生町１－４－２３

徳島県 徳島県すし商生活衛生同業組合 徳島県徳島市中央通１－１１

香川県 香川県鮨商生活衛生同業組合 高松市今里町２－７－１３　桃太郎寿し内

愛媛県 愛媛県すし商生活衛生同業組合
愛媛県松山市本町７－２愛媛県本町ビル２
階

高知県 ―

鳥取県 鳥取県クリーニング生活衛生同業組合 鳥取県鳥取市松並町２－１０６

島根県 島根県クリーニング生活衛生同業組合 島根県松江市大輪町４２０－１

岡山県 岡山県クリーニング生活衛生同業組合 岡山市北区清輝橋２－１－６

広島県 広島県クリーニング生活衛生同業組合 広島市中区河原町１－２６

山口県 山口県クリーニング業生活衛生同業組合 山口県山口市鰐町３－２５

飲
食
店
営
業
（
す
し
店
）

平
成
２
１
年
度

ク
リ
ー
ニ
ン

平
成
２
１
年

浴
場
業

２
２
年
度

旅
館
業
（
簡
易
宿
所
）

平
成
１
７
年
度
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業種
振興計画変
更認定年度

県 組合名 事務所所在地

徳島県 徳島県クリーニング業生活衛生同業組合 徳島県徳島市八万町福万５－１

香川県 香川県クリーニング業生活衛生同業組合 香川県高松市木太町１７９３－１

愛媛県 愛媛県クリーニング業生活衛生同業組合
愛媛県松山市本町７－２愛媛県本町ビル２
階

高知県 高知県クリーニング業生活衛生同業組合 高知県高知市百石町１－１６－１

鳥取県 鳥取県理容生活衛生同業組合 鳥取県鳥取市職人町２９

島根県 島根県理容生活衛生同業組合 島根県松江市大輪町４２０－１

岡山県 岡山県理容生活衛生同業組合 岡山市北区南方２－３－３７

広島県 広島県理容生活衛生同業組合 広島市中区河原町１－２６

山口県 山口県理容生活衛生同業組合 山口県山口市小郡下郷２３１４－１

徳島県 徳島県理容生活衛生同業組合 徳島県徳島市通町３－３２－１

香川県 香川県理容生活衛生同業組合 香川県高松市塩上町２－５－２２

愛媛県 愛媛県理容生活衛生同業組合
愛媛県松山市本町７－２愛媛県本町ビル２
階

高知県 高知県理容生活衛生同業組合 高知県高知市中万々８５－３

鳥取県 鳥取県美容業生活衛生同業組合
鳥取県鳥取市松並町２－１０６城北ビル２
０８－Ｂ

島根県 島根県美容業生活衛生同業組合 島根県松江市東本町５－３１－１

岡山県 岡山県美容生活衛生同業組合 岡山市北区岩田町１－１６

広島県 広島県美容業生活衛生同業組合 広島市中区河原町１－２６

山口県 山口県美容業生活衛生同業組合 山口県山口市小郡下郷２３１４－１

徳島県 徳島県美容業生活衛生同業組合 徳島県徳島市２－３－５

香川県 香川県美容業生活衛生同業組合 香川県高松市松縄町１０９１－３

愛媛県 愛媛県美容業生活衛生同業組合
愛媛県松山市本町７－２愛媛県本町ビル２
階

高知県 高知県美容業生活衛生同業組合 高知県高知市中万々８５－３

鳥取県 ×

島根県 ×

岡山県 岡山県興行生活衛生同業組合 岡山市駅前町１－６－１

広島県 広島県興行生活衛生同業組合 広島市中区河原町１－２６

山口県 山口県興行生活衛生同業組合 山口県岩国市麻里布町２－４－２４

徳島県 ―

香川県 香川県興行生活衛生同業組合 香川県高松市常磐町１－４－６

愛媛県 愛媛県興行生活衛生同業組合 愛媛県松山市湊町３－１－９

高知県 ×

※「×」印は振興計画未策定組合　「―」印は組合未設置

美
容
業

平
成
２
１
年
度

興
行
場
営
業

平
成
２
１
年
度

ン
グ
業

年
度

理
容
業

平
成
２
１
年
度
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平成２５年３月末現在

県名 医療機関名 所在地

鳥取県 鳥取県立中央病院 鳥取市江津７３０

(12) 鳥取大学医学部附属病院 米子市西町３６－１

鳥取県厚生病院 倉吉市東昭和町１５０

鳥取市立病院 鳥取市的場１－１

博愛病院 米子市両三柳１８８０

みどり薬局 米子市両三柳３２８８－５

よなご薬局 米子市車尾４－１４－１５

アイプラス調剤薬局 米子市両三柳１８９８－３

いなば調剤薬局的場店 鳥取市的場２－７１

独立行政法人国立病院機構米子医療センター 米子市車尾４－１４－１５

日南町国民健康保険日南病院 日野郡日南町生山５１１－７

東部薬局 鳥取市秋里７２３－４

島根県 雲南市立病院 雲南市大東町飯田９６－１

(10) 島根県立中央病院 出雲市姫原４－１－１

大田市立病院 大田市大田町吉永１４２８－３

医療法人仁寿会　加藤病院 邑智郡川本町川本３８３－１

独立行政法人国立病院機構浜田医療センター 浜田市浅井町７７７－１２

益田赤十字病院 益田市乙吉町イ１０３－１

松江赤十字病院 松江市母衣町２００

ウォンツ薬局益田乙吉店 益田市乙吉町イ１０２－１

独立行政法人国立病院機構松江医療センター 松江市上乃木５－８－３１

松江市立病院 松江市乃白町３２－１

岡山県 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 岡山市田益１７１１－１

(7) 財団法人倉敷中央病院 倉敷市美和町１－１－１

井原市立井原市民病院 井原市井原町１１８６

津山中央病院 津山市川崎１７５６

川崎医科大学附属病院 倉敷市松島５７７

岡山大学病院 岡山市北区鹿田町２－５－１

独立行政法人国立病院機構　岡山市立金川病院 岡山県岡山市北区御津金川４４９

（原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律）指定医療機関一覧　　
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県名 医療機関名 所在地

広島県 広島赤十字・原爆病院 広島市中区千田町１－９－６

(663) 広島市立広島市民病院 広島市中区基町７－３３

医療法人　灰塚医院 広島市中区基町１８－４－４

田坂内科小児科医院 広島市中区幟町７－１６

医療法人　土本病院 広島市中区橋本町４－７

基町診療所 広島市中区基町１８－２－１

医療法人あかね会　土屋総合病院 広島市中区中島町３－３０

国家公務員共済組合連合会　広島記念病院 広島市中区本川町１－４－３

医療法人三和会　おおうち病院 広島市中区大手町３－７－１１

上村医院 広島市中区住吉町８－１９

広島原爆障害対策協議会健康管理・増進センター 広島市中区千田町３－８－６

広島市立舟入病院 広島市中区舟入幸町１４－１１

岡田眼科医院 広島市中区江波二本松１－１５－３

医療法人　山代眼科医院 広島市中区舟入本町７－１５

原田病院 広島市中区広瀬１－８

広島逓信病院 広島市中区東白島町１９－１６

医療法人杉本会　杉本眼科医院 広島市中区大手町３－１３－１４

広島県 医療法人みずの会　水野内科病院 広島市中区紙屋町１－６－７

藤井外科胃腸科 広島市中区紙屋町１－４－３

野間眼科病院 広島市中区大手町５－７－３

国家公務員共済組合連合会　吉島病院 広島市中区吉島東３－２－３３

はしもと胃腸科内科 広島市中区吉島町１－２７－２０

松尾整形外科医院 広島市中区昭和町１０－１３

東雲眼科医院 広島市中区紙屋町２－２－２

中国電力株式会社　中電病院 広島市中区大手町３－４－２７

折口医院 広島市中区吉島東１－４－１６

さんえい診療所 広島市中区猫屋町４－１３

いわさきクリニック 広島市東区東山町１－９

関眼科医院 広島市東区尾長東２－７－２８

広島鉄道病院 広島市東区二葉の里３－１－３６

医療法人あずさ会　森整形外科 広島市東区光町１－３－１６
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県名 医療機関名 所在地

外科胃腸科いとう医院
広島市東区牛田中１－１１－１２セリジェ・
ド・セキ１階

児玉内科クリニック 広島市西区天満町７－２４

澄川内科医院 広島市西区横川町２－１０－２３

己斐杉本クリニック 広島市西区己斐本町１－２５－６

医療法人厚生堂　長崎病院 広島市西区三篠町１－１１－１２

総合病院福島生協病院 広島市西区都町４２－７

古江中野眼科医院 広島市西区古江新町１－２２

清水眼科 広島市西区天満町１３－１

大西眼科医院 広島市西区己斐本町３－３－１

加川整形外科病院 広島市西区古江西町２２－１０

医療法人社団光仁会　梶川病院 広島市西区天満町８－７

医療法人社団杏林会　いとうクリニック 広島市西区庚午南１－３５－１３

かじかわクリニック 広島市西区天満町１３－１

明海耳鼻咽喉科医院 広島市西区古江新町１３－３６

医療法人和同会　広島パークヒル病院 広島市西区田方２－１６－４５

広島大学病院 広島市南区霞１－２－３

県立広島病院 広島市南区宇品神田１－５－５４

医療法人社団　藤村医院 広島市南区大洲２－１５－１１

於保医院 広島市南区翠１－１０－３６

武市外科病院 広島市南区西荒神町１－２８

医療法人社団　福原医院 広島市南区翠１－２－１１

医療法人社団順成会　槇殿放射線科医院 広島市南区猿猴橋町６－３１

伊達眼科医院 広島市南区猿猴橋町１－１０

大谷眼科医院 広島市南区宇品御幸４－１０－１２

戸田眼科的場医院 広島市南区的場町２－３－２５

医療法人社団　田中眼科医院 広島市南区翠１－３－１５

高山眼科 広島市南区東雲本町２－３－１５

西田眼科 広島市南区東本浦町１６－１０

武市クリニック 広島市南区西荒神１－３３

医療法人　高杉外科整形外科医院 広島市南区松原町３－１６

医療法人社団　高山眼科医院 広島市安佐南区祇園２－２２－４
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県名 医療機関名 所在地

広島医療生活協同組合　協同診療所 広島市安佐南区西原９－８－２２

医療法人社団恵愛会　安佐病院 広島市安佐南区八木５－１５－１

舟木内科 広島市安佐南区西原６－２２－５

広島県 広島医療生活協同組合　広島共立病院 広島市安佐南区中須２－１９－６

野村病院 広島市安佐南区祇園２－４２－１４

医療法人　宮武医院 広島市安佐南区東野３－７－１７

河毛クリニック 広島市安佐南区中筋３－２８－１３

窪医院 広島市安佐北区亀山南５－７－２４

広島市立安佐市民病院 広島市安佐北区可部南２－１－１

倉掛のぞみ園診療所 広島市安佐北区倉掛３－５０－１

高陽ニュータウン病院 広島市安佐北区亀崎４－７－１

五日市中野眼科医院 広島市佐伯区海老園１－５－４０

中国労災病院 呉市広多賀谷１－５－１

独立行政法人国立病院機構呉医療センター 呉市青山町３－１

医療法人社団ひかり会　木村眼科内科病院 呉市中通２－３－２８

国家公務員共済組合連合会　呉共済病院 呉市西中央２－３－２８

済生会　呉病院 呉市三条２－１－１３

独立行政法人国立病院機構広島西医療センター 大竹市玖波４－１－１

医療法人社団知仁会　メープルヒル病院 大竹市玖波５－２－１

医療法人社団　津村眼科医院 大竹市西栄２－１５－１７

広島県厚生農業協同組合連合会　広島総合病院 廿日市市地御前１－３－３

医療法人福寿会　天野医院 廿日市市津田４２５９

マツダ株式会社　マツダ病院 安芸郡府中町青崎南２－１５

南海田病院 安芸郡海田町栄町２－４２

医療法人社団もみの木会　大朝ふるさと病院 山県郡北広島町新庄２１４７－１

医療法人明和会　北広島病院 山県郡北広島町壬生４３３－４

広島県厚生農業協同組合連合会　吉田総合病院 安芸高田市吉田町吉田３６６６

児玉眼科医院 安芸高田市吉田町吉田７７０

エトワール西条病院 東広島市西条町寺家７４１

西条中央病院 東広島市西条昭和町１２－４０

医療法人社団樹章会　本永病院 東広島市西条岡町８－１３
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井野口病院 東広島市西条町土与丸９５０－１

県立安芸津病院 東広島市安芸津町三津４３８８

医療法人　越智医院 呉市豊町大長４９７６－２

馬場病院 竹原市下野町１７４４

総合病院三原赤十字病院 三原市東町４２２０

三原市医師会病院 三原市宮浦町１－１５－１

医療法人杏仁会　松尾内科病院 三原市城町２２－３

日立造船健康保険組合　因島総合病院 尾道市因島土生町２５６１

医療法人社団　花房眼科医院 尾道市土堂２－４－２９

医療法人社団高橋会　高橋眼科医院 尾道市土堂１－７－２３

尾道市立市民病院 尾道市新高山３－１１７０－１７７

公立みつぎ総合病院 尾道市御調町市１２４

世羅中央病院 世羅郡世羅町本郷９１８－３

独立行政法人国立病院機構福山医療センター 福山市沖野上町４－１４－１７

公立学校共済組合　中国中央病院 福山市御幸町大字上岩成１４８－１３

福山市市民病院 福山市蔵王町５－２３－１

医療法人社団みのり会　北川クリニック 府中市元町４３－１

県立神石三和病院 神石郡神石高原町小畠１７６３－２

小川眼科医院 三次市三次町１４７２－３

広島県 備北眼科 三次市十日町東１－１１－５

総合病院庄原赤十字病院 庄原市西本町２－７－１０

医療法人社団千手会　瀬尾医院 庄原市東城町川東１６３－７

医療法人社団増原会　東城病院 庄原市東城町川東１４６３－１

あいクリニック 安芸区船越南２－１８－１９

医療法人里仁会　興生総合病院 三原市皆実３－３－２８

医療法人社団ばんぶ会　たけもとクリニック 広島市中区鶴見町１４－６

真田整形外科リハビリ科 広島市南区翠１－２－２６

なかむら神経内科・メンタルクリニック 広島市中区基町１２－３朝日生命広島ビル４Ｆ

市立三次中央病院 三次市東酒屋町５３１

安芸太田町病院 山県郡安芸太田町大字下殿河内２３６

安芸太田町戸河内診療所 山県郡安芸太田町大字戸河内８００－１
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やない心療内科クリニック 佐伯区楽々園２－２－２

ハーブ薬局 広島市西区古江新町１３－３６

有限会社アーニスト瀬野薬局 広島市安芸区瀬野１－２６－３

アーユ薬局 広島市安佐南区大町東２－１４－２５－１６

加藤古市薬局 広島市安佐南区古市２－１８－１２

タウン薬局高取店 広島市安佐南区高取北１－４－２５

タウン薬局安東店 広島市安佐南区安東２－１０－２

びーだま薬局 広島市安佐南区大町西１－１－１１

もみじ薬局沼田店 広島市安佐南区沼田町伴７９５７－１

八木薬局 広島市安佐南区八木５－５－１３

口田薬局 広島市安佐北区口田３－２－５

栗岡共栄薬局 広島市安佐北区安佐町飯室１４９８－２

高陽ニュータウン薬局 広島市安佐北区落合３－８－１３

土井薬局 広島市安佐北区亀崎３－５－１７－５

ふじ薬局 広島市安佐北区三入東１－３１－２６

緑ヶ丘薬局 広島市安佐北区可部６－４－２

すずらん薬局八丁堀店 広島市中区八丁堀６－７

トータス薬局銀山店 広島市中区銀山町２－５

トータス薬局舟入店 広島市中区舟入町２－１３

ふよう薬局 広島市中区舟入中町１１－９

東蟹江調剤薬局 広島市東区東蟹江町１０－１
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康仁薬局大町店 広島市安佐南区大町東１－８－２５

康仁薬局中筋店 広島市安佐南区中筋４－１３－１５

康仁薬局 賀茂郡黒瀬町大字楢原６４６－４

康仁薬局府中店 安芸郡府中町本町５－５－１

康仁薬局海田店 安芸郡海田町窪町２－１４

康仁薬局呉本町店 呉市本町４－１０－５

くるみ薬局焼山店 呉市焼山中央２－１－２１

康仁薬局呉中央店 呉市中央２－１－２８

康仁薬局仁方店 呉市仁方西神町６

くるみ薬局 広島市安芸区矢野西４－１０－１８

康仁薬局矢野店 広島市安芸区矢野西４－１－２１

康仁薬局八幡東店 広島市佐伯区八幡東３－２８－１７

くるみ薬局黒瀬店 東広島市黒瀬町兼広１３９－１

コスモス薬局緑井店 広島市安佐南区緑井２－１２－２６－１０１

コスモス薬局 呉市中央６－５－１８

さふらん薬局 安芸郡熊野町萩原４０６１－２－２

広島県 トータス薬局大竹店 大竹市本町１－４－１５

フレンド薬局 廿日市市宮園３－１－３

有限会社豊見薬局藤垂園調剤薬局 広島市佐伯区藤垂園１１－１０

有限会社豊見薬局 広島市佐伯区旭園２－２２

新宮豊見薬局 広島市佐伯区五日市５－１５－４

五日市豊見薬局 広島市佐伯区五日市４－４－３１

ユアヘルス薬局 広島市佐伯区五日市駅前１－４－５

純薬株式会社八幡アゼリア薬局 広島市佐伯区八幡５－１０－１

もみじ薬局藤の木店 広島市佐伯区藤の木１－３１－１３

ブルー薬局 広島市佐伯区五日市中央１－１９－１１

黐池薬局 広島市佐伯区楽々園３－５－１９

アキ薬局 広島市佐伯区五日市駅前３－９－１３

あやめ薬局 広島市佐伯区五月が丘２－７－２４

有限会社海老園薬局 広島市佐伯区海老園２－６－２１

有限会社カノウ薬局 広島市佐伯区楽々園３－２－１８
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みなが薬局 広島市佐伯区皆賀２－２－２３

コスモス薬局温品店 広島市東区温品７－５－２７

ひまわり薬局 広島市南区比治山本町１６－３５

ポピー薬局
広島市南区宇品神田５－２６－１６第３松尾ビ
ル

あおば薬局 広島市南区松川町３－１０

かめやま薬局 広島市安佐北区亀山３－６－２６

加藤調剤薬局 広島市中区橋本町６－３

国泰寺薬局 広島市中区国泰寺町２－３－３

たかの橋薬局 広島市中区国泰寺町２－４－２１

マザー薬局三川町店 広島市中区三川町２－８

ドレミ薬局 広島市中区舟入南４－５－３

森薬盛堂薬局 広島市中区千田町３－１１－３

マザー薬局大手町店 広島市中区大手町２－１－７

ミタカ薬局全日空ホテル店 広島市中区中町７－２０広島全日空ホテル１階

有限会社ミドリ薬局 広島市東区光町２－６－３１

ハート薬局中央店 広島市南区宇品神田１－４－２８

株式会社タカラ薬局宇品 広島市南区宇品御幸５－５－２７

アミモト薬局 広島市南区京橋町１０－２３

龍神薬局 広島市南区西旭町１１－３

のぞみ薬局 広島市南区東雲３ー５ー２１

有限会社東部薬局 広島市南区東本浦町４－２７

保険調剤トライファーマシー 広島市西区己斐本町１－１４－３

ひまわり薬局 広島市西区福島町１－２２－７

水野薬局 広島市安佐南区中筋２－５－２０

セピア薬局 広島市佐伯区皆賀２－２－３１

宮園薬局 廿日市市宮園３－７－４

ヘルシータウンジョイ薬局 廿日市市串戸４－１３－１

げいほく薬局 山県郡北広島町荒神原２０８－４

中元薬局パルパ店 安芸太田市甲田町高田原１４３３－１

フラワー薬局 呉市川尻町東１－１０－１３

セブン薬局大崎店 豊田郡大崎上島町中野４１０２－１
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アポロ薬局 広島市佐伯区海老園２－１１－１

広島県 阿品調剤薬局 廿日市市阿品台４－４－１１

山陽薬局 廿日市市山陽園８－１９

有限会社住吉薬局 廿日市市住吉１－３－２０

田中薬局 廿日市市大野町３－２－１

コスモ薬局 安芸高田市吉田町吉田３６６９

エンゼル薬局 山県郡北広島町有田１１８９

かりん薬局 広島市中区千田町１－７－１１

西大薬局北店 広島市西区観音本町２－３－３

ノムラ薬局牛田店 広島市東区牛田早稲田１－８－４

有限会社あきつ薬局 東広島市安芸津町三津４４２４

コスモス薬局紙屋町店 広島市中区紙屋町２－２－６

みつばち薬局 広島市中区千田町１－１２－１

武中薬局 広島市南区宇品神田１－５－２１

有限会社すみれ薬局 広島市安芸区矢野東４－１－５

南海老園豊見薬局 広島市佐伯区海老園１－８－２５

安芸畑賀薬局 広島市安芸区畑賀２－２３－３８

安芸府中薬局 安芸郡府中町青崎南２－２

コスモス八丁堀薬局 広島市中区鉄砲町１０－１８

ひよこ薬局 広島市南区出汐１－５－１４

アロー薬局呉中央店 呉市中央３－２－１

すぎはら薬局 竹原市中央３－１３－２

すなめ利薬局 竹原市忠海中町２－２－４６

エイコー堂薬局みどり店 広島市南区翆１－１０－２５

ドレミ薬局沼田店 広島市安佐南区沼田町伴６００１－３３

相田薬局 広島市安佐南区相田１－１０－１５

鈴張薬局 広島市安佐北区安佐町鈴張２０１２－１

ドレミ薬局高陽店 広島市安佐北区口田１－９－３

まつだ薬局 広島市安佐北区白木町大字秋山２３１９－１４

りら薬局 広島市西区己斐上２－１１－５

パール薬局 広島市安佐南区安東２－３－１１
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ヒカリ薬局 広島市安佐南区上安６－２４－１５

中筋薬局 広島市安佐南区中筋２－７－１５

ナカス薬局 広島市安佐南区中須１－１６－５

有限会社みわ薬局 広島市安佐北区可部３－２４－２８

アイビー薬局可部 広島市安佐北区可部南４－９－４１

きた薬局 広島市安佐北区亀山２－６－２２

あきやぐち薬局 広島市安佐北区口田１－１５－１１

あさ薬局 広島市安佐北区落合南１－１１－２０

パール薬局吉田店 安芸高田市吉田町山手６５５－４

三上漢方薬局 安佐北区可部７－３－６

あおぞら薬局 広島市中区千田町１－６－４

有限会社可部中央薬局 広島市安佐北区可部４－１１－６

パール薬局緑井店 広島市安佐南区緑井４－２４－７

有限会社ヒノ井薬品虹山薬局 広島市安佐北区亀山南４－２－１８

ドレミ薬局可部店 広島市安佐北区可部２－１３－２３

有限会社アイ薬局 広島市安佐北区可部３－２０－２９

薬局パナコス 三原市円一町４－１－２７

広島県 日本調剤安佐北薬局 広島市安佐北区可部南５－１３－１４

ウォンツ薬局光町店 広島市東区光町２－７－１７

株式会社エール薬局 広島市中区千田町１－９－２

ペリカン薬局　上安バスターミナル店
広島市安佐南区上安２－３０－１５ベルテガー
デンＡ－１１

マナー薬局 広島市南区段原１－７－８

花はな薬局 三次市十日市中３－８－１

ドレミ薬局西原店 広島市安佐南区西原９－１９－３９

コスモス薬局ＭＩＤビル店 広島市中区紙屋町１－１－１７

のぞみ薬局本店 広島市安佐北区可部５－１４－１９

のぞみ薬局可部南店 広島市安佐北区可部南２－１４－１５

ひかり薬局 広島市安佐北区白木三田７００２－２

南蟹屋れもん薬局 広島市南区南蟹屋１－３－３５

ぎおん薬局 広島市安佐南区祇園２－４２－１３

有限会社エヌ・イー・ピーさくら薬局 広島市中区猫屋町１－１６吉田ビル
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ひので薬局広島店 広島市中区猫屋町１－１７

ピース薬局 広島市西区観音本町２－７－２１－１０１

ホープ薬局 広島市南区宇品神田１－１－１８

有限会社高山薬局 広島市南区東青崎町１０－１８

ウォンツ横川駅ビル薬局 広島市西区横川町３－２－２９

加計病院前薬局 山県郡安芸太田町下殿河内７１０－１

メディカル・ワン薬局呉店 呉市宝町５－１０ゆめタウン呉内

まえだ薬局みみはな店 広島市西区三篠北町１８－２－１０１

すずらん薬局高宮店 安芸高田市高宮町佐々部１０８２－７

たんぽぽ薬局 広島市中区吉島東１－４－１７

コスモス薬局大手町店 広島市中区大手町１－４－５

すずらん薬局 広島市中区袋町４－６

めばえ薬局 広島市安佐南区大塚西３－３－３３

フレア薬局 広島市西区西観音町２３－１７

さんくす薬局東原店 広島市安佐南区東原１－１－２

ウォンツ相田薬局 広島市安佐南区相田１丁目３－１８

クルーズ薬局 安芸郡海田町西浜４－２２－２

マリン薬局三津田店 呉市三条３－５－１４

まえだ薬局三篠北町店 広島市西区三篠北町１９－２７イケダビル１Ｆ

あかね薬局 三次市作木町下作木１５１０－２

もみじ薬局　戸河内店 山県郡安芸太田町大字戸河内８１３－７

ウォンツ薬局安佐市民病院前店 広島市安佐北区可部南２－２－２８

日本調剤　殿賀薬局 山県郡安芸太田町下殿河内７１０－５

ウォンツ吉島薬局 広島市中区吉島西２－１５－１２

庄原市立西城市民病院 庄原市西城町中野１３３９

クレディ薬局 呉市駅前１－２－４５

ウォンツ薬局三次店 三次市南畑敷町１７３－６

コスモス薬局　グランドタワー店 広島市中区上八丁堀４－１

コスモス薬局　引野北店 福山市引野町北２－８－３３

沼田ほうゆう薬局 広島市安佐南区沼田町伴５６８７－１

日本調剤　みどり町薬局 広島市南区翠５－１７－１０
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コスモス薬局　勝木台店 広島市安佐北区亀山西１－２－１

コイ薬局
広島市西区己斐本町１－５－８サンライズ己斐
本町１階

あんず薬局 庄原市口和町永田５０９－４

広島県 北広島町豊平病院 山県郡北広島町阿坂４７０５

つくし薬局 三次市四拾貫町９－１

三上クリニック 庄原市東城町東城３７５－５

コスモス薬局　海田東店 安芸郡海田町幸町１－４５

くまの薬局 安芸郡熊野町字火之原２７０３－８

パール薬局白木店 広島市安佐北区白木町大字三田４２６９－１

すずらん薬局五日市観音店 広島市佐伯区坪井１－８０４－２

コスモス薬局白島店 広島市中区西白島町７－２４

すずらん薬局本店 広島市中区袋町４－１

ウォンツ八丁堀薬局 広島市中区八丁堀１１－８

尾鍋外科病院 広島市中区国泰寺１－９－１２

八幡クリニック 廿日市市串戸４－１３－２４

ウォンツ広本町薬局 呉市広本町３－２１－１

ウォンツ広白石薬局 呉市広白石１－３－３５

医療法人あかね会　中島土谷クリニック 広島市中区中島町６－１

パール薬局　佐東店 広島市安佐南区緑井５－８－１０

すずらん薬局紙屋町ビル店 広島市中区紙屋町２－２－２

コスモス薬局　白島東店 広島市中区西白島町７－２

コスモス薬局　府中店 安芸郡府中町浜田本町１－２８

パークフロント薬局 広島市安佐南区大塚西４－８－３１

ウォンツ千代田薬局 山県郡北広島町有田６０９

すずらん薬局　庚午店 広島市西区庚午中３－６－１１

コスモス薬局　本通店 広島市中区本通３－２３

ふれあい薬局　五月が丘店 広島市佐伯区五月が丘５－２０－１０

コスモス薬局　胡町店 広島市中区胡町４－２４

コスモス薬局　大手町店
広島市中区大手町２－１－４広島本通ﾏｰｸﾋﾞﾙ６
階

Ａシティ薬局 広島市安佐南区大塚西３－２２１３－５

青崎の加藤薬局 広島市南区青崎１－８－２２
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吉貴眼科
広島市中区十日市町２－８－１３ラ・メゾン泰
１階

サンケイ薬局　八幡店 広島市佐伯区八幡東２－２８－５－１０２

すずらん薬局　船越店 広島市安芸区船越南２－１８－９

メイプル薬局 安芸高田市甲田町高田原１４６８－１４

オリタ薬局　可部店 広島市安佐北区可部７－６－２

エコール訪問看護ステーション 広島市安佐南区大町東１－１９－４３

ウォンツ己斐駅前薬局 広島市西区己斐本町１－９－２４

コスモス薬局　紙屋町西店 広島市中区紙屋町2-2-25　大野ビル2階

三原赤十字訪問看護ステーション 三原市東町２－７－１

ひとみ薬局 広島市南区宇品神田１－６－９

チャオ薬局 広島市東区光町２－４－８

コスモス薬局　小網町店 広島市中区堺町２－６－１１－３

ウォンツ長楽寺薬局 広島市安佐南区長楽寺１－２９－２５

ウォンツ薬局日赤病院前店 広島市中区千田町１－７－１０

ウォンツ薬局鉄砲町店 広島市中区鉄砲町店９－１０

ウォンツ府中本町薬局 安芸郡府中町本町４－１２－２２

トマト薬局 広島市南区翠５－１７－２－１３０６

すずらん薬局　川内店 広島市安佐南区川内１－１５－３

レベス薬局　たかの橋店
広島市中区大手町５丁目７－８　トキワマン
ション１Ｆ

コスモス薬局　本通西店 広島市中区本通４－２２

落久保外科循環器科クリニック 広島市西区己斐本町３－２－８

広島県 パール薬局　明石店 豊田郡大崎上島町明石字東浜2696番1

医療法人社団　古川医院 広島市南区東雲本町１丁目１－２

内科　久安医院 広島市西区観音本町２丁目７－２３

医療法人社団祐仁会
川上医院

広島市南区青崎１丁目７番２号

医療法人清幸会
土肥病院

三原市城町１丁目１４－１４

あきでしお薬局 広島市南区出汐１－４－１

コスモス薬局　己斐店 広島市西区己斐本町３－１１－９

宮本薬局 広島市西区古江東町７－８

みやなが薬局
広島市安佐南区中筋３丁目２８－１３
中筋駅前ビル

みやなが薬局　己斐店 広島市西区己斐本町１丁目２４－２２
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ウォンツ平和大通り薬局 広島市中区中町７－１６

ぎおん中央薬局 広島市安佐南区祇園２丁目１２－２７

小山医院 庄原市高野町新市７１１

医療法人好緑会　下山記念クリニック 東広島市西条町寺家７４３２－１

医療法人至誠会　市頭眼科医院 山県郡北広島町蔵迫６６５－１

ハート薬局　東雲店 広島市南区東雲本町１－１－３４

済生会広島病院 安芸郡坂町北新地２－３－１０

岡田外科医院 広島市南区霞１－５－９

高上クリニック 安芸郡府中町浜田３－９－３

大村クリニック 広島市佐伯区新宮苑３－３２

香川乳腺クリニック 広島市中区三川町１－２０

松前内科医院 大竹市西栄１－８－１３

水戸薬局 広島市佐伯区八幡１－２４－１７

フロウリッシュ薬局 広島市南区宇品西５－１２－１４

ウォンツ高陽矢口薬局 広島市佐伯北区口田１－２１－２３

ウォンツ下温品薬局 広島市東区温品７－１１－３４

さんくす薬局庚午南店 広島県広島市西区庚午南２－３７－３１

ひまわり薬局佐伯店 広島県広島市佐伯区八幡東３－１１－２８

コスモス薬局尾道店 広島県尾道市新浜２－１０－１６

コスモス薬局京口門店
広島県広島市中区八丁堀１２－１０　Ｊシティ
八丁堀１－ＡＢ

築山内科医院 広島市東区戸坂山崎町８－９

内海町いちかわ診療所 福山市内海町口３５５－１

よしだ内科呼吸器科 安芸郡海田町西浜４－２２－４

井尻眼科医院 広島市中区八丁堀１３－９

みたに泌尿器科クリニック 広島市廿日市市下平良１－３－３６－３０３

堀江薬局 広島市南区皆実町１－１８－２

柊薬局
安芸郡府中町大須２－１－１　イオンモール広
島府中２階

平田内科小児科医院 廿日市市阿品台４－１－２６

小畠病院 福山市駅家町大字上山守２０３

コスモス薬局大町店
広島市安佐南区大町東２－７－２５－５　ＴＯ
ビル１階

ナカムラ病院 広島市佐伯区坪井３－８１８－１
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独立行政法人国立病院機構東広島医療センター 東広島市西条町寺家５１３

清水医院坪野診療所 山県郡安芸太田町大字坪野８６４－１

ウォンツ舟入本町薬局 広島市中区舟入本町１３－６

ライズ薬局 廿日市市宮島口１－１４－６

あさみ薬局 広島市中区舟入本町１０－１２－１Ｆ

ひとみ薬局薬局 広島市中区基町１８－４－２

しらね眼科 安芸郡府中町鶴江１－２５－２０

アマノリハビリテーション病院 廿日市市陽光台５－９

みなもと眼科 広島市南区東本浦町１７－１２－１０１

本郷中央病院 三原市本郷町下北方１２０

藤堂眼科医院 広島市中区銀山町１－６

眼科宍道医院 呉市広中町１５－２５

広島県 加藤眼科 広島市中区白島北町３－２０－２０１

大竹中央クリニック 大竹市新町１－１－２５

片岡内科クリニック 広島市安佐南区緑井１－５－１－３０３

たかの橋中央病院 広島市中区国泰寺町２－４－１６

おち眼科医院 広島市安佐南区山本１－５－１５

あんず薬局 安芸郡府中町鶴江１－２５－２０

マリン薬局宇品店 広島市南区宇品西２－５－５

康仁薬局廿日市中央店 廿日市市下平良１－３－３６

ハピネス薬局 広島市南区翠５－１７－１５

クローバー薬局 広島市安佐南区川内６－２７－２５

石泌尿器科医院 呉市本町９－１９

おかだ眼科 安芸郡熊野町萩原２－２－１２

すみよし内科クリニック 広島市東区牛田新町３－１４－２３

川崎内科医院 府中市高木町三ヶ坪１８９－１

すずらん薬局十日市店 広島市中区十日市町１－６－１８

らいおん薬局 広島市中区猫屋町１－１８

西原にんじん薬局 広島市安佐南区西原４－１１－２０

のぞみ薬局可部西店
広島市安佐北区可部４－６－２　ＹＮビル１０
２

東手城ココフル薬局 福山市東手城町１－３－１１
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コスモス薬局 福山市加茂町下加茂９９２－３

石井医院 東広島市八本松町正力２１４７－２

法宗医院 福山市伊勢丘５－６－１

ゆうひが丘薬局 江田島市沖美町丘大王５１９－１

川上薬局 福山市松永町４－８－２

スーパードラッグひまわり薬局多治米店 福山市多治米町２－１２－１０

友愛薬局 安佐北区可部５－４－２１

ファーマシーマリリン薬局 府中市元町４７２

小野薬局 福山市新市町戸手１３２６－１

マルシン薬局 福山市新市町新市６１６

しばた薬局 福山市新市町金丸４６６－１６

田口脳外科クリニック 廿日市市阿品３－２－１８

ズームズーム薬局 安芸郡府中町青崎南８－２－１０２

康成病院 東広島市黒瀬町楢原７５７

岸眼科 広島市南区翠２－２５－１１

ビハーラ花の里病院 三次市山屋町６０５－２０

呉市医師会病院 呉市朝日町１５－２４

ファーマシィ吉田中央薬局 福山市沖野上町４－２３－２７

森眼科 広島市中区紙屋町２－２－１５

ウォンツ薬局白島通り店 広島市中区八丁堀１２－３

基町薬局 広島市中区基町１６－１７－１１８

西城薬局 庄原市西城町中野１７４７－２

すみれ薬局 安佐北区三入６－２１－３

マリン薬局広中央店 呉市広古新開１－３－１３

エリア薬局 広島市安佐南区相田２－４－８

アカシア薬局 広島市西区天清町１３－１

有限会社向洋薬局駅前店 広島市南区向洋町１－６

もみじクリニック 広島市中区白島北町１７－２

スズキ薬局可部南２号店 広島市安佐北区可部南５－１３－１８

府中タカズミ薬局 安芸郡府中町浜田３－９－６

益田眼科 安芸郡府中町大須１－１６－２
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岡原皮膚クリニック 安芸郡府中町大須２－１－１

広島県 ふぼみ薬局 広島市安佐南区川内４－７－２７

はしもと眼科 広島市安佐北区深川５－２３－８

児玉医院 安芸高田市八千代町勝田１３７８－１

勝谷・小笠原クリニック 廿日市市地御前２－１０－２２

岸槌医院 呉市海岸２－１６－１２

福山循環器病院 福山市緑町２－３９

サン・クリニック 呉市朝日町１－８　花栗ビル１階

しらね泌尿器科クリニック 安芸郡海田町西浜４－２２－４

永田内科医院 安芸郡府中町桃山１－１３－１５

ここから薬局三川町店 中区三川町１－２０

安田病院 竹原市下野町３１３６

内科・消化器科松本クリニック 廿日市市福面３－１－２０

こだま整形外科医院 安芸高田市吉田町常友３４１－１

マリン薬局阿賀店 呉市阿賀中央６－１－３４

松村クリニック 広島市西区己斐本町２－１５－４

谷口クリニック 呉市東中央２－８－１８

ゆうあい薬局五日市中央店 広島市佐伯区五日市中央５－１１－２１

アロー薬局安店 安佐南区上安２－４－４０

サン・メディカル薬局新涯店 福山市新涯町１－１７－１

サン・メディカル薬局新市店 府中市中須町１０－１

サン・メディカル薬局永井店 府中市府中町１４－２９

薬膳薬局東広島西条店 東広島市西条西本町２５－２９

ホンマチ調剤薬局 廿日市市本町７－３６

しみず薬局 廿日市市串戸３－２１－２

セーム薬局 大竹市新町２－６－６

野間クリニック 呉市吉浦本町１－２－３

かみしま薬局 安芸郡熊野町萩原６－２１－１１

山村眼科 広島市東区若草町２０－７－１

もみじ薬局 東広島市西条町寺家５１３－１９

杏薬局豊栄店 東広島市豊栄町乃美３２４０
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西条あんず薬局 東広島市西条町助実１８５２－１

杏薬局 東広島市福富町久芳３７９８－２

山崎病院 広島市東区温品１－２４－９

鈴木内科循環器科 安芸郡府中町山田１－２－７

コスモス薬局　呉中通店 呉市中通３－８－３　川地ビル１階

コスモス薬局　引野店 福山市引野町５－２１－３６

有限会社ユーアイ薬局 福山市三之丸町１４－１８

社会医療法人定和会神原病院 福山市赤坂町大字赤坂１３１３

医療法人かなもと医院 尾道市門田町１－４３

丸谷循環器科内科医院 尾道市高須町１３８３－２

くすのき眼科 広島市安芸区中野東１－１１－３１

医療法人社団聖愛会ぎおん牛田病院 広島市安佐南区西原８－２９－１４

マリン薬局　広店 呉市広駅前１－２－１９

マリン薬局　三条店 呉市三条２－１５－１１

マリン通海　岸通店 呉市三条１－９－２

医療法人森岡神経内科 広島市安佐北区可部南４－９－１７

エンゼル薬局 竹原市下野町３１４３－６

サザンクリニック整形外科・内科 広島市中区江波本町５－２８

地主クリニック 広島市安佐南区祇園２－１２－１９

コスモス薬局府中本町店 安芸郡府中本町１－４－１１

広島県 にのしま薬局 広島市南区二の島町字家下１６１－３

二宮内科 広島市安佐北区可部５－１４－１６

広島市医師会運営・安芸市民病院 広島市安芸区畑が２－１４－１

アロー薬局瀬野川店 広島市安芸区中野東１－１１－３１

赤木皮膚科泌尿器科 福山市明治町１２－１４

よしだハートクリニック 広島市中区大手町３－１３－８

オール薬局沼田店 広島市安佐南区沼田町大字伴７７１６ー１

平良しみず薬局 廿日市市平良２－１０－３６

コスモス薬局　大手町南店
広島市中区大手町４－１－１大手町平和ビル１
階

医療法人生和会荒谷医院 呉市焼山西２－１－３５

医療法人社団二階堂眼科 東広島市西条中３－５－３８
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コスモス薬局たかの橋店 広島市中区大手町５－２－１５高田ビル1階

女性クリニック　ラポール 広島市中区大手町５－３－１

有限会社有木薬局 福山市霞町３－３－１２

藤井循環器科 広島市南区宇品神田２－１４－２４

新本クリニック 広島市中区胡町６－２６福屋11階

沢崎産婦人科医院 広島市中区江波東１－１２－３６

パール薬局川内店 広島市安佐南区川内４－１５－２０

きむら内科消化器科クリニック 呉市広大新開３－３－５０

医療法人辰川会山陽病院 福山市野上町２－８－２

正岡クリニック 尾道市栗原町５９０１－１

こばと薬局 安芸郡府中町本町２－９－３８

医療法人広和会　福馬外科病院 広島市西区観音本町１－１１－３

木阪クリニック 東広島市西条本町１２－２

そーうん薬局 広島市中区西白島町２０－１５

ウォンツ　フィレオ広島東薬局 広島市東区温品１－３－２

医療法人社団葵会八本松病院 東広島市八本松東３－９－３０

コスモス薬局相田店 広島市安佐南区安東２－１４－１９

井上病院 福山市深津町３－２３－４６

医療法人社団　増田内科小児科医院 安芸高田市甲田町高田原１３５５－１

医療法人竹田眼科医院 広島市安佐北区可部５－１１－２３

うさがわクリニック 広島市中区幟町１４－１６第２宇佐川ビル２Ｆ

えんこう橋薬局 広島市南区荒神町１－４５

スズキ薬局 広島市安佐北区可部５－１１－２０

かわもと眼科クリニック 広島市西区三篠北町１９－２７

黒木眼科医院 福山市東深津町２－１１－２６

オリーブ薬局県庁駅前店 広島市中区基町１０－９０

医療法人叙叙会　福山第一病院 福山市南蔵王町５－１４－５

ふかわ薬局 広島市安佐北区深川５－１９０８

イオン薬局　広島祇園店
広島市安佐南区祇園３－２－１　イオン広島祇
園店１階

トータス薬局　比治山店 広島市南区比治山本町１１－１８

ヘルシータウンジョイ薬局　廿日市市役所駅前店 廿日市市新宮２－１－１０
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安芸府中薬局 安芸郡府中町青崎南２－２－１０４

安芸畑賀薬局 広島市安芸区畑賀２２－３６

八幡クリニック 廿日市市串戸４－１３－２４

医療法人財団愛人会　河村内科消化器クリニック 広島市中区大手町１－４－１１

すずらん薬局　阿品台店 廿日市市阿品台４－１７－２７

ばら薬局 竹原市竹原町３６４４

医療法人社団まりも会　ヒロシマ平松病院 広島市南区比治山本町１１－２７

広島県
医療法人社団まりも会　銀山町ヒロシマ平松整形外科・
外科

広島市中区銀山町２－１９

広島県厚生農業協同組合連合会　尾道総合病院 尾道市平原１－１０－２３

コスモス薬局
広島市中区八丁堀１－１２マスキ八丁堀ビル１
階

医療法人社団伯栄会　のぞみ整形外科クリニック 東広島市西条町助実１１８２－１

医療法人　新でしお病院 広島市南区出汐１－３－９

医療法人杏竹会　中島内科クリニック 竹原市中央２－１４－１５

みはら内科クリニック
安芸郡府中町大通２－８－２１大興クリニック
ビル２F

ちえ内科クリニック 安芸郡海田町幸町８－１４－３

ウォンツ地下街シャレオ薬局 広島市中区基町地下街１０５

さくら薬局 廿日市市佐方４－８－３２

西福山病院 福山市松永町３４０－１

スミダ薬局 安芸郡府中町桃山１－１３－２３

えだひろ内科成人病クリニック
廿日市市下平良１－３－３６有信廿日市ビル３
０２

広島南薬局 広島市南区宇品神田１－４－２

株式会社三条薬局 呉市三条２－１３－６

はなぶさ一心堂薬局 広島市佐伯区五日市駅前３－５－１３

プラザ薬局 広島市西区横川町２－７－１９

海老山薬局 広島市佐伯区海老山町７－１１

緑井薬局 広島市安佐南区緑井１－５－１－２０２

ふれあいローズ薬局 福山市野上町２－１２－２

オール薬局　伏原店 呉市伏原２－８－２１

あい薬局　平原店 尾道市平原１－２０－５０

ウォンツ福山伊勢丘薬局 福山市伊勢丘３－３－１

ウォンツ佐方薬局 廿日市市佐方４－２－２０
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りりーふ薬局 広島市中区十日市１－２－１８

セントラル病院 福山市住吉町７－３

青葉薬局 広島市西区井口台２－２２－４

めだか薬局 呉市広白石４－７－１２

こばと薬局　高須店 広島市西区庚午北２－２２－４－１０１

コスモス薬局　日赤病院前 広島市中区千田町１－９－１先本ビル1階

日本調剤　広大出汐薬局 広島市南区出汐１－４－８－１０２

そうごう薬局　安川通り店 広島市安佐南区相田１－１４－４

三菱三原病院 三原市糸崎３－３－１

医療法人社団小山田内科医院 安芸郡府中町鹿籠２－１３－６

東宝薬局　本通店 広島市中区本通１０－１

蔵本薬局 広島市安佐南区西原８－２８－７

オール薬局　翠町店 広島市南区翠３－６－４

すずらん薬局　大竹店 大竹市本町２－９－２２

グランドタワーメディカルコート　ライフケアクリニッ
ク

広島市中区上八丁堀４－１アーバンビューグラ
ンドタワー４０１

三原薬剤師会　センター薬局日赤前店 三原市東町２－８－２

すずらん薬局　舟入店 広島市中区舟入南４－１－６３

イオン薬局　広島段原店 広島市南区段原南１－３－５２

コスモス薬局　光南店 広島市中区光南１－１１－１１

そうごう薬局　五日市中央店 広島市佐伯区五日市中央３－８－１４

そうごう薬局　フジグラン広島店 広島市中区宝町２－１フジグラン広島４階

クオール薬局　広島駅前通店 広島市南区松川町１－１５ポエム松川１階

広島県 楠本病院 広島県福山市曙町３－１９－１８

古江クリニック 広島県広島市東区戸坂中町３－１２

医療法人　順典会 手島医院 広島県呉市本通５－１－２４

コーラル薬局　竹屋町店
広島県広島市中区竹屋町１－７メゾン佐々木１
０２

ウォンツ薬局　古江駅前店 広島県広島市西区庚午中２－１９－２０

康仁薬局　牛田店 広島県広島市東区牛田中２－２－１

ふくだタカズミ薬局
広島県広島市東区福田１－４２４５－２第二谷
口ビル１F

デポ薬局 広島県広島市中区富士見町１２－１５

アスト薬局
広島県広島市中区鶴見町１４－２清水ビル１０
１号
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地方独立行政法人府中市病院機構府中市民病院 広島県府中市鵜飼町５５５－３

真田内科消化器科クリニック 広島県呉市吉浦東本町１－７－２１

医療法人井之川眼科医院 広島県呉市西中央１－３－６

山肩内科クリニック 広島県広島市南区皆実町１－７－４

廣島クリニック 広島県広島市中区宝町２－１フジグラン４F

パール薬局　横川店 広島県広島市西区横川町３－９－１２－１０１

日向薬局 広島県広島市中区千田町１－８－３

タナダ薬局 広島県大竹市油身３－１２－９

あい訪問看護ステーション 広島県広島市安佐南区山本新町５－４－１１

マザー薬局　幟町店 広島県広島市中区幟町１０－１１

ベスト薬局　温品店 広島県東区温品５－２－２２

地方独立行政法人府中市病院機構府中北市民病院 広島県府中市上下町上下２１０１

医療法人社団葵会広島平和クリニック 広島市中区河原町１－３１

生協内科クリニック 広島県広島市西区観音町１６－１９

ウォンツ薬局光町２号店 広島市東区光町1－9－28

そうごう薬局　川尻店 呉市川尻町1－21－2

たかみニュータウン薬局 東広島市高屋高美が丘5－2－1

全快堂薬局五日市店 広島市佐伯区八幡東3－248－10

てんまミント薬局 広島市西区天満町14－11－エトワール鯉城101

オール薬局山本店 広島市安佐南区山本１－１１－１０

ウォンツ宇品東薬局 広島市南区宇品東２－３－１８

アロー薬局　東中央店 呉市東中央４－６－１

東宝薬局 広島市東区牛田本町２－１－１８

秋本クリニック 安芸郡海田町稲荷町３－３４

ウォンツ三次東薬局 三次市南畑敷町３３０－１

有限会社ジェイ・ウィル　さくら薬局中筋店 広島市安佐南区中筋３－２７－２１

有限会社エヌ・イー・ピー　なのはな薬局 安芸高田市吉田町吉田３７８２ー２

有限会社エヌ・イー・ピー　舟入本町調剤薬局 広島市中区舟入本町１５－１９

有限会社エヌ・イー・ピー　もみじ薬局 廿日市市福面３－１－１７

有限会社エヌ・イー・ピー　あおば薬局 廿日市市宮内４２４３－１

有限会社ジェイ・ウィル　さくら薬局戸坂店 広島市東区戸坂中町６－２８
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有限会社ジェイ・ウィル　さくら薬局宮島口店 廿日市市宮島口西２－５－１０

有限会社ジェイ・ウィル　さくら薬局大町店 広島市安佐南区大町東２－１２－２５

有限会社エヌ・イー・ピー　かもめ薬局
広島市南区宇品神田２－３－１９　メゾン八幡
１階

有限会社エヌ・イー・ピー　なずな薬局 廿日市市塩屋１－１－６７

有限会社エヌ・イー・ピー　うさぎ薬局 廿日市市宮内１５３６－１

有限会社エヌ・イー・ピー　あぐり薬局 三次市十日市中２－４－９

有限会社エヌ・イー・ピー　アリス薬局 三次市十日市東２－３－２０　さくらビル１階

三次地区医師会　訪問看護ステーション　「スクラム」 三次市粟屋町柳迫１６４９-１

コスモス薬局　宝町店 広島市中区宝町４-７　笹尾ビル１階

ペリカン薬局 広島市安佐南区上安２-２０-４０

広島県 ふの薬局 三次市布野町上布野字小原１４９１-２

あわや薬局 三次市粟屋町１７３１

馬場眼科 広島市安佐南区相田１－１０－１７

うだ胃腸科内科外科クリニック 福山市沖野上町４－３－２６

ニチイケアセンター福山東訪問看護ステーション 福山市東深津町３－１９－１

医療法人社団さえき医院 東広島市志和町志和東１１９９－４

わかば薬局　袋町店 広島市中区袋町４－１８酒井ビル２階

ひかりが丘薬局 広島市東区光が丘１２－９

じけ薬局 東広島市西条町寺家平岩５２１－５３

あいな薬局　大手町店 広島市中区大手町１－４－１４

阪神調剤薬局　広大店 広島市南区出汐１－４－６Ｎコート１０１

663 みのり薬局 三次市江田川之内町１３６８－３

山口県 綜合病院山口赤十字病院 山口市八幡馬場５３－１

(70) 山口県立総合医療センター 防府市大崎７７

独立行政法人国立病院機構岩国医療センター 岩国市黒磯町２－５－１

医療法人博愛会　宇部記念病院 宇部市上町１－４－１１

山口大学医学部附属病院 宇部市南小串１－１－１

独立行政法人国立病院機構関門医療センター 下関市長府外浦１－１

中川医院 岩国市中津町１－２４－３

綜合病院社会保険徳山中央病院 徳山市孝田町１－１

独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター 宇部市東岐波６８５
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下関市立豊浦病院 下関市豊浦町大字小串７－３

地方独立行政法人　下関市立中央病院 下関市向洋町１－１３－１

医療法人　清水泌尿器科 宇部市浜町２－３－３４

岩国市立　錦中央病院 岩国市錦町広瀬１０７２－１

済生堂中央薬局 防府市中央町１－３

済生会山口総合病院 山口市緑町２－１１

医療法人社団曙会　佐々木外科医院 山口市泉都町９－１３

医療法人　ながた泌尿器科 山口市大内御堀９３４－６

山口県済生会下関総合病院 下関市安岡町８－５－１

医療法人広田皮膚科 周南市新町２－４

安本医院 大島郡周防大島町大字土居９２２

おかむら医院 山口市小郡下郷２１９３－２

株式会社日立製作所笠戸事業所付属日立病院 下松市古川町３－１－１

防府胃腸病院 防府市駅南町１４－３３

水西薬局 岩国市川西２－７－４９

岩国みなみ病院 岩国市南岩国町２－７７－２３

中山病院 下松市瑞穂町１－３－１２

周南市立新南陽市民病院 周南市宮の前２－３－１５

日本調剤下関薬局 下関市安岡町８－５－２

田中町薬局 下関市田中町７－１１

70 ホーム薬局 周南市新地町４－２

小金丸医院 周南市本町１－２８

地域医療支援病院オープンシステム徳山医師会病院 周南市慶万町１０－１

都志見病院 萩市大字江向４１３－１

ウォンツ周南周陽薬局 周南市周陽１－１－１

社会保険下関厚生病院 下関市上新地町３－３－８

わたなべ泌尿器科 山陽小野田市中川４－６－１３

山口県厚生農業協同組合連合会　小郡第一総合病院 山口市小郡下郷８６２－３

山口県 ほのぼの薬局 山口市大内御堀９３７－２

済生会貴船福祉ケアセンター 下関市貴船町３－４－１

亀屋薬局 周南市新町２－１５
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太平薬局 下関市上新地町３－３－２

新下薬局幸町店 下関市幸町１３－２３

会営国病前薬局 岩国市藤生町１－３４－１１

岩国薬剤師会会営薬局 岩国市室の木町３－６－１３

岩国市医療センター医師会病院 岩国市室の木町３－６－１２

下関薬剤師会薬局 下関市向洋町１－１４－２

横田胃腸科・外科・肛門科 岩国市南岩国町４－５７－１０

吉田クリニック 柳井市南町１－１１－５

社会医療法人同仁会周南記念病院 下松市生野屋南１－１０－１

みき薬局山口店 山口市桜畠２－６－６

石丸薬局周陽店 周南市周陽２－１－３－１０５

山陽小野田市民病院 山陽小野田市大字東高泊１８６３－１

三の宮ふくだクリニック 山口市三の宮１－２－３７

医療法人社団　大下内科 下関市形山みどり町１５－２８

（有）吉村薬局 下関市伊倉町２－１－７

医療法人星の里会　岡病院 下関市小月本町２－１５－２０

医療法人米沢記念桑陽病院 防府市車塚町３－２０

車塚薬局 防府市車塚町４－４

村田博愛病院 防府市お茶屋町２－１２

有限会社　由宇中央薬局南支店 岩国市南岩国町４－５７－１１

有限会社　つばさ薬局 岩国市中津町２－１４－２

関門薬局 下関市長府外浦町２－２０

有限会社　由宇中央薬局 岩国市由宇町由宇崎５－３

独立行政法人　労働者健康福祉機構山口労災病院 山陽小野田市小野田１３１５－４

美里薬局 下松市美里町４－１０－２７

こねこ薬局 宇部市上町１－６－１８

小林クリニック 岩国市山手町１－１１－２３

桜木調剤薬局 周南市桜木２－２－６

独立行政法人　国立病院機構 柳井医療センター 柳井市伊保庄９５

宇部協立病院 山口県宇部市五十目山町１６－２３

徳島県 徳島県立中央病院 徳島市蔵本町１－１０－３
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(5) 徳島県立三好病院 三好市池田町シマ８１５－２

徳島県立海部病院 海部郡牟岐町中村字本村７５－１

徳島健康生活協同組合　徳島健生病院 徳島市下助任町４－９－１

片山薬局 徳島市佐古八番町４－２０

香川県 香川県立中央病院 高松市番町５－４－１６

(16) 香川県立丸亀病院 丸亀市土器町東９－２９１

16 内海病院 小豆郡小豆島町片城甲４４－９５

独立行政法人国立病院機構善通寺病院 善通寺市仙遊町２－１－１

高松平和病院 高松市栗林町１－３－２４

麻田総合病院 丸亀市津森町２１９

独立行政法人労働者健康福祉機構香川労災病院 丸亀市城東町３－３－１

香川大学医学部附属病院 木田郡三木町池戸１７５０－１

総合病院回生病院 坂出市室町３－５－２８

株式会社サン調剤薬局 丸亀市城東町２－１４－３３

城東調剤薬局 丸亀市城東町３－１０－８

さくら調剤薬局医大前店 高松市前田東町５３８－２

高松協同病院 高松市木太町４６６４

三豊総合病院 観音寺市豊浜町姫浜７０８

ふじや薬局 観音寺市観音寺町甲2993－1

アイ調剤薬局 木田郡三木町大字池戸甲1745－20

愛媛県 愛媛県立新居浜病院 新居浜市本郷３－１－１

(7) 愛媛労災病院 新居浜市南小松原町１３－２７

喜多医師会病院 大洲市徳森小鳥越２６３２－３

市立宇和島病院 宇和島市御殿町１－１

市立八幡浜総合病院 八幡浜市大字大平1番地耕地６３８

市立大洲病院 大洲市西大洲字ヤスバ甲５７０

独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 松山市南梅本町甲１６０

高知県 須崎くろしお病院 須崎市緑町４－３０

(4) 高知県立あき総合病院 安芸市宝永町１－３２

高知県立幡多けんみん病院 宿毛市山名町芳奈３－１

高知県・高知市病院組合立高知医療センター 高知市池２１２５－１
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1 鳥取大学医学部附属病院 鳥取県米子市西町36-1

2 独立行政法人国立病院機構米子医療センター 鳥取県米子市車尾4丁目17-1

3 独立行政法人国立病院機構松江医療センター 島根県松江市上乃木5-8-31

4 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター 島根県浜田市浅井町777-12

5 島根大学医学部附属病院 島根県出雲市塩冶町89-1

6 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 岡山県岡山市北区田益1711-1

7 岡山大学病院 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

8 独立行政法人国立病院機構福山医療センター 広島県福山市沖野上町4-14-17

9 独立行政法人国立病院機構広島西医療センター 広島県大竹市玖波4-1-1

10 独立行政法人国立病院機構呉医療センター 広島県呉市青山町3-1

11 広島大学病院 広島県広島市南区霞1-2-3

12 中国労災病院 広島県呉市広多賀谷1-5-1

13 広島逓信病院 広島県広島市中区東白島町19-16

14 独立行政法人国立病院機構関門医療センター 山口県下関市長府外浦町1-1

15 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター 山口県岩国市愛宕町1-1-1

16 山口大学医学部附属病院 山口県宇部市大字南小串1-1-1

17 徳島大学病院 徳島県徳島市蔵本町2-50-1

18 独立行政法人国立病院機構善通寺病院 香川県善通寺市仙遊町2-1-1

19 独立行政法人国立病院機構香川小児病院 香川県善通寺市善通寺町2603

20 香川大学医学部附属病院 香川県木田郡三木町大字池戸1750-1

21 愛媛大学医学部附属病院 愛媛県東温市志津川

22 独立行政法人国立病院機構高知病院 高知県高知市朝倉西町1-2-25

23 高知大学医学部附属病院 高知県南国市岡豊町小蓮185-1

24 独立行政法人国立病院機構東広島医療センター 広島県東広島市西条町寺家513

（母子保健法）指定養育医療機関一覧
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1 独立行政法人国立病院機構鳥取医療センター 鳥取県鳥取市三津876

2 独立行政法人国立病院機構米子医療センター 鳥取県米子市車尾4丁目17-1

3 独立行政法人国立病院機構松江医療センター 島根県松江市上乃木5-8-31

4 独立行政法人国立病院機構南岡山医療センター 岡山県都窪郡早島町早島4066

5 独立行政法人国立病院機構徳島病院 徳島県吉野川市鴨島町敷地1354

6 独立行政法人国立病院機構東徳島医療センター 徳島県板野郡板野町大寺字大向北1-1

7 独立行政法人国立病院機構高松医療センター 香川県高松市新田町乙８

8 独立行政法人国立病院機構愛媛病院 愛媛県東温市横河原366

（児童福祉法）指定療育機関一覧
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医療機関名 所在地

1 独立行政法人国立病院機構米子医療センター 鳥取県米子市車尾4丁目17-1

2 独立行政法人国立病院機構鳥取医療センター 鳥取県鳥取市三津876

3 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター 島根県浜田市浅井町777-12

4 独立行政法人国立病院機構松江医療センター 島根県松江市上乃木5-8-31

5 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 岡山県岡山市北区田益1711-1

6 独立行政法人国立病院機構南岡山医療センター 岡山県都窪郡早島町早島4066

7 国立療養所長島愛生園 岡山県瀬戸内市邑久町虫明6539

8 国立療養所邑久光明園 岡山県瀬戸内市邑久町虫明6253

9 独立行政法人国立病院機構呉医療センター 広島県呉市青山町3-1

10 独立行政法人国立病院機構広島西医療センター 広島県大竹市玖波4-1-1

11 独立行政法人国立病院機構福山医療センター 広島県福山市沖野上町4-14-17

12 独立行政法人国立病院機構賀茂精神医療センター 広島県東広島市黒瀬町南方92

13 独立行政法人国立病院機構東広島医療センター 広島県東広島市西条町寺家513

14 独立行政法人国立病院機構関門医療センター 山口県下関市長府外浦町1-1

15 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター 山口県岩国市愛宕町1-1-1

16 独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター 山口県宇部市東岐波685

17 独立行政法人国立病院機構柳井医療センター 山口県柳井市大字伊保庄95

18 独立行政法人国立病院機構徳島病院 徳島県吉野川市鴨島町敷地1354

19 独立行政法人国立病院機構東徳島医療センター 徳島県板野郡板野町大寺字向北1-1

20 徳島県立中央病院 徳島県徳島市蔵本町1-10-3

21 独立行政法人国立病院機構善通寺病院 香川県善通寺市仙遊町2-1-1

22 独立行政法人国立病院機構高松医療センター 香川県高松市新田町乙8

23 独立行政法人国立病院機構香川小児病院 香川県善通寺市善通寺町2603

24 国立療養所大島青松園 香川県高松市庵治町6034-1

25 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 愛媛県松山市南梅本町甲160

26 独立行政法人国立病院機構愛媛病院 愛媛県温泉郡重信町横河原366

27 独立行政法人国立病院機構高知病院 高知県高知市朝倉西町1-2-25

28 国立病院機構岡山市立金川病院 岡山県岡山市北区御津金川449

（戦傷病者特別援護法）指定医療機関一覧
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平成２５年３月末現在

医療機関名 所在地

1 独立行政法人国立病院機構米子医療センター 鳥取県米子市車尾4丁目17-1

2 独立行政法人国立病院機構鳥取医療センター 鳥取県鳥取市三津876

3 鳥取大学医学部附属病院 鳥取県米子市西町36-1

4 山陰労災病院 鳥取県米子市皆生新田1-8-1

5 岡山大学病院三朝医療センター 鳥取県東伯郡三朝町山田827

6 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター 島根県浜田市浅井町777－12

7 独立行政法人国立病院機構松江医療センター 島根県松江市上乃木5-8-31

8 島根大学医学部附属病院 島根県出雲市塩冶町89-1

9 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 岡山県岡山市田益1711-1

10 独立行政法人国立病院機構南岡山医療センター 岡山県都窪郡早島町大字早島4066

11 国立療養所長島愛生園 岡山県瀬戸内市邑久町虫明6539

12 国立療養所邑久光明園 岡山県瀬戸内市邑久町虫明6253

13 岡山労災病院 岡山県岡山市南区築港緑町1-10-25

14 岡山大学病院 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

15 吉備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 岡山県加賀郡吉備中央町吉川7511

16 独立行政法人国立病院機構呉医療センター 広島県呉市青山町3-1

17 独立行政法人国立病院機構広島西医療センター 広島県大竹市玖波4-1-1

18 独立行政法人国立病院機構福山医療センター 広島県福山市沖野上町4-14-17

19 独立行政法人国立病院機構賀茂精神医療センター 広島県東広島市黒瀬町南方92

20 独立行政法人国立病院機構東広島医療センター 広島県東広島市西条町寺家513

21 広島大学病院 広島県広島市南区霞1-2-3

22 広島逓信病院 広島県広島市中区東白島町19-16

23 中国労災病院 広島県呉市広多賀谷1-5-1

24 広島大学歯科診療所 広島県東広島市鏡山1-1-2

25 独立行政法人国立病院機構関門医療センター 山口県下関市長府外浦町1-1-1

26 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター 山口県岩国市黒磯町2-5-1

27 独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター 山口県宇部市東岐波685

28 独立行政法人国立病院機構柳井医療センター 山口県柳井市大字伊保庄95

29 山口労災病院 山口県山陽小野田市大字小野田1315-4

（生活保護法）指定医療機関一覧
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医療機関名 所在地

30 山口大学医学部附属病院 山口県宇部市大字南小串1-1-1

31 独立行政法人国立病院機構徳島病院 徳島県吉野川市鴨島町敷地1354

32 独立行政法人国立病院機構東徳島医療センター 徳島県板野郡板野町大寺字向北1-1

33 徳島大学病院 徳島県徳島市蔵本町2-50-1

34 徳島逓信病院 徳島県徳島市伊賀町3-19-2

35 独立行政法人国立病院機構善通寺病院 香川県善通寺市仙遊町2-1-1

36 独立行政法人国立病院機構高松医療センター 香川県高松市新田町乙８

37 独立行政法人国立病院機構香川小児病院 香川県善通寺市善通寺町2603

38 国立療養所大島青松園 香川県高松市庵治町6034-1

39 香川労災病院 香川県丸亀市城東町3-3-1

40 香川大学医学部附属病院 香川県木田郡三木町大字池戸1750-1

41 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 愛媛県松山市南梅本町甲160

42 独立行政法人国立病院機構愛媛病院 愛媛県東温市横河原366

43 愛媛労災病院 愛媛県新居浜市南小松原町13-27

44 愛媛大学医学部附属病院 愛媛県東温市志津川

45 独立行政法人国立病院機構高知病院 高知県高知市朝倉西町1-2-25

46 高知大学医学部附属病院 高知県南国市岡豊町小蓮185-1
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施設名 所在地 種別

1 下関市梅花園 山口県下関市永田郷４５９－４ 救護

2 高知市誠和園 高知県高知市横浜４－２ 救護

組合名

1 中国電力生活協同組合 広島県広島市中区平野町６－２９

2
生活協同組合連合会大学生活協同組合
中国・四国事業連合

愛媛県松山市道後樋又３－２４　

3 四国電力生活協同組合 香川県高松市多賀町２－１２－５

4 生活協同組合連合会コープ中国四国事業連合 広島県広島市東区二葉の里１－１－４６

5 生活協同組合コープ自然派しこく 徳島県徳島市東沖洲２－４３－３

主たる事務所の所在地

（生活保護法）保護施設一覧

平成２５年３月末現在

平成２５年３月末現在

消費生活協同組合一覧
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○指導養成課

（参考資料１）養 成 施 設 等 一 覧

養成施設の種類 略語

１） 救急救命士養成施設 ・・・・・・・・・ 救急
２） 理学療法士養成施設 ・・・・・・・・・ 理学
３） 作業療法士養成施設 ・・・・・・・・・ 作業
４） 視能訓練士養成所 ・・・・・・・・・・ 視能
５） 臨床工学技師養成所 ・・・・・・・・・ 臨工
６） 言語聴覚士養成所 ・・・・・・・・・・ 言語
７） はり師・きゅう師養成施設 ・・・・・・ はき
８） 柔道整復師養成施設 ・・・・・・・・・ 柔整
９） 歯科衛生士養成所 ・・・・・・・・・・ 歯衛
10） 歯科技工士養成所 ・・・・・・・・・・ 歯技
11） 保健師・看護師(統合ｶﾘｷｭﾗﾑ)養成所 ・・ 保看
12） 助産師養成所 ・・・・・・・・・・・・ 助産
13） 看護師養成所 ・・・・・・・・・・・・ 看護
14） 栄養士養成施設 ・・・・・・・・・・・ 栄養
15） 管理栄養士養成施設 ・・・・・・・・・ 管栄
16） 調理師養成施設 ・・・・・・・・・・・ 調理
17） 理容師養成施設 ・・・・・・・・・・・ 理容
18） 美容師養成施設 ・・・・・・・・・・・ 美容
19） 製菓衛生師養成施設 ・・・・・・・・・ 製菓
20） 食品衛生管理者及び食品衛生監視員養成施設 ・・・・・・・・ 食管
21） 保育士養成施設 ・・・・・・・・・・・ 保育
22） 社会福祉士養成施設 ・・・・・・・・・ 社会
23） 介護福祉士養成施設 ・・・・・・・・・ 介護
24） 福祉系高校等（介護福祉士養成施設）・ ・ 福高
25） 実務者養成施設（介護福祉士養成施設）・ 実務
26） 社会福祉主事養成機関 ・・・・・・・・ 主事
27） 精神保健福祉士養成施設 ・・・・・・・ 精神

（注１）一覧表（平成２５年３月末現在）については、平成２４年度末をもって指

定を取消した施設及び平成２４年度末で施設を廃止して年度明けに廃止の届

出が見込まれる施設は含みません。

（注２）県名下の（数値）は施設数です。

（注３）設置者の計欄は、設置者数及びその内訳（法人等の種類別）で、法人の種

類別の略語は以下のとおりです。

学 ・・・・・・ 学校法人 医 ・・・・・・ 医療法人
財 ・・・・・・ 財団法人 社 ・・・・・・ 社団法人
国大・・・・・・ 国立大学法人 公大・・・・・・ 公立大学法人
独 ・・・・・・ 独立行政法人 福 ・・・・・・ 社会福祉法人
組 ・・・・・・ 協同組合 個 ・・・・・・ 個人
国、県、市、町立・・・ 国、県、市、町

（注４）備考欄に示した養成施設の種類の略語は、その設置者（国、県、市、町を

除く）が当局の指定等を受けている他の養成施設等の種類です。
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１） 救急救命士養成所一覧表

県　名 名             称 所     在     地
昼夜通
の別等

修業
年限

入学
定員

備　　考

広島県
（１）

広島市消防局救急救命士養成
所

広島市西区都町43番10
号

昼間 6ヶ月 40 広島市

○　平成２５年４月１日から開設予定の施設（新規指定）及び定員の増減予定の施設　→　なし

○　平成２５年４月１日の状況（見込み）

２） 理学療法士養成施設一覧

県　名 名             称 所     在     地
昼夜通
の別等

修業
年限

入学
定員

備　　考

鳥取県
（１）

YMCA米子医療福祉専門学校
米子市錦海町3丁目3番2
号

昼間 4年 40
学校
法人

広島YMCA学
園

作業、保看、介護

島根県
（３）

松江総合医療専門学校 松江市上大野町2081-4 昼間 3年 40
学校
法人 澤田学園

作業、視能、言語、
看護

島根リハビリテーション学院
仁多郡奥出雲町三成
1625番地1

昼間 4年 30
学校
法人 仁多学園 作業

リハビリテーションカレッジ島根
浜田市三隅町古市場
2086番地1

昼間 4年 40
学校
法人 同志舎 作業、言語

岡山県
（５）

岡山医療技術専門学校
岡山市北区大供3丁目2-
18

昼間 3年 80
学校
法人 本山学園

作業、歯衛、調理、
製菓

朝日リハビリテーション専門学
校

岡山市北区桑田町２番２
１号

昼間 4年 40
学校
法人

朝日医療学園
（岡山）

はき、柔整

夜間 4年 40

専門学校川崎リハビリテーショ
ン学院

倉敷市松島672 昼間 3年 30
学校
法人 九曜学園 作業

玉野総合医療専門学校 玉野市築港1丁目1-20 昼間 4年 40
学校
法人 加計学園

作業、保看、調理、
製菓、食管、介護

福嶋リハビリテーション学院 浅口市寄島町16089-31 昼間 4年 40
学校
法人 福嶋学園 作業

広島県
（２）

朝日医療専門学校福山校
福山市引野町南1丁目6-
45

昼間 4年 40
学校
法人

朝日医療学園
（広島）

作業

夜間 4年 30

広島医療保健専門学校
広島市安佐南区大塚東
3-2-1

昼間 4年 40
学校
法人 古沢学園

作業、製菓、社会、
介護、精神

山口県
（３）

下関看護リハビリテーション学
校

下関市竹崎町3丁目4番
17号

昼間 3年 80
学校
法人 福岡保健学院 看護

山口コ・メディカル学院 山口市富田原町2-24 昼間 4年 40
学校
法人 山口コア学園 作業、言語

専門学校ＹＩＣリハビリテーショ
ン大学校

宇部市西宇部南4-11-1 昼間 4年 40
学校
法人 昇陽学院 作業

○　平成２５年４月１日から開設予定の施設（新規指定）及び定員の増減予定の施設

島根県
出雲医療看護専門学校
　理学療法士学科

出雲市今市町 1151-1 昼間 3年 40
学校
法人 大阪滋慶学園 H25.4 開設

○　平成２５年４月１日の状況（見込み）

施設数 課程数
入学
定員

15施設 17課程 730

平成２５年３月末現在

設    置    者

計 14施設 16課程 690
14

学14

平成２５年３月末現在

設    置    者

40
1

市1
計 1課程1施設

課程数
入学
定員

施設数

1施設 1課程 40
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３） 作業療法士養成施設一覧

県　名 名             称 所     在     地
昼夜通
の別等

修業
年限

入学
定員

備　　考

鳥取県
（１）

YMCA米子医療福祉専門学校
米子市錦海町3丁目3番2
号

昼間 4年 40
学校
法人

広島YMCA学
園

理学、保看、介護

島根県
（３）

松江総合医療専門学校 松江市大野町2081-4 昼間 3年 40
学校
法人 澤田学園

理学、言語、視能、
看護

島根リハビリテーション学院
仁多郡奥出雲町三成
1625番地1

昼間 4年 30
学校
法人 仁多学園 理学

リハビリテーションカレッジ島根
浜田市三隅町古市場
2086番地1

昼間 4年 40
学校
法人 同志舎 理学、言語

岡山県
（４）

岡山医療技術専門学校
岡山市北区大供3丁目2-
18

昼間 3年 40
学校
法人 本山学園

理学、歯衛、調理、
製菓

専門学校川崎リハビリテーショ
ン学院

倉敷市松島672 昼間 3年 20
学校
法人 九曜学園 理学

玉野総合医療専門学校 玉野市築港1丁目1-20 昼間 4年 40
学校
法人 加計学園

理学、保看、調理、
製菓、食管、介護

福嶋リハビリテーション学院 浅口市寄島町16089-31 昼間 4年 40
学校
法人 福嶋学園

理学
（注）24年度から募
集停止

広島県
（２）

朝日医療専門学校福山校
福山市引野町南1丁目6-
45

昼間 4年 40
学校
法人

朝日医療学園
（広島）

理学

広島医療保健専門学校
広島市安佐南区大塚東
3-2-1

昼間 4年 40
学校
法人 古沢学園

理学、製菓、社会、
介護、精神

山口県
（２）

山口コ・メディカル学院 山口市富田原町2-24 昼間 4年 40
学校
法人 山口コア学園 理学、言語

専門学校ＹＩＣリハビリテーショ
ン大学校

宇部市西宇部南4-11-1 昼間 4年 40
学校
法人 昇陽学院 理学

○　平成２５年４月１日から開設予定の施設（新規指定）及び定員の増減予定の施設　→　なし

○　平成２５年４月１日の状況（見込み）

平成２５年３月末現在

設    置    者

計 12課程12施設 450
12

学12

施設数 課程数
入学
定員

12施設 12課程 450
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４） 視能訓練士養成所一覧表

県　名 名             称 所     在     地
昼夜通
の別等

修業
年限

入学
定員

備　　考

島根県 松江総合医療専門学校 松江市上大野町2081-4 昼間 3年 30
学校
法人 澤田学園

理学、作業、言語、
看護

○　平成２５年４月１日から開設予定の施設（新規指定）及び定員の増減予定の施設　→　なし

○　平成２５年４月１日の状況（見込み）

５） 臨床工学技士養成所一覧

県　名 名             称 所     在     地
昼夜通
の別等

修業
年限

入学
定員

備　　考

広島県
トリニティカレッジ広島医療福
祉専門学校

広島市中区上幟町8-18 昼間 3年 40
学校
法人 木村学園 介護

○　平成２５年４月１日から開設予定の施設（新規指定）及び定員の増減予定の施設

島根県
出雲医療看護専門学校
　臨床工学技士学科

出雲市今市町 1151-1 昼間 3年 40
学校
法人 大阪滋慶学園 H25.4 開設

○　平成２５年４月１日の状況（見込み）

６） 言語聴覚士養成所一覧

県　名 名             称 所     在     地
昼夜通
の別等

修業
年限

入学
定員

備　　考

島根県 松江総合医療専門学校 松江市上大野町2081-4 昼間 2年 30
学校
法人 澤田学園

理学、作業、視能、
看護

（２）
リハビリテーションカレッジ
島根

浜田市三隅町古市場
2086-1

昼間 4年 40
学校
法人 同志舎 理学、作業

山口県 山口コ・メディカル学院 山口市富田原町2番24号 昼間 4年 20
学校
法人 山口コア学園 理学、作業

計 3施設 3課程 90

○　平成２５年４月１日から開設予定の施設（新規指定）及び定員の増減予定の施設

島根県
出雲医療看護専門学校
　言語聴覚士学科

出雲市今市町 1151-1 昼間 3年 40
学校
法人 大阪滋慶学園 H25.4 開設

○　平成２５年４月１日の状況（見込み）

2施設 2課程 80

平成２５年３月末現在

設    置    者

平成２５年３月末現在

設    置    者

40

30
1

学1

1施設 1課程

施設数 課程数
入学
定員

計 1課程1施設

3
学3

平成２５年３月末現在

設    置    者

1
学1

計

施設数 課程数
入学
定員

1施設 1課程 30

施設数 課程数
入学
定員

4施設 4課程 130

118



７） はり師・きゅう師養成施設一覧

県　名 名             称 所     在     地
昼夜通
の別等

修業
年限

入学
定員

備　　考

岡山県
（１）

朝日医療専門学校岡山校
岡山市北区絵図町１番４
０号

昼間 3年 30
学校
法人

朝日医療学園
（岡山）

理学、柔整

夜間 3年 30

広島県
（２）

IGL医療専門学校
広島市安佐南区伴東1-
12-18

昼間 3年 60
学校
法人 IGL学園

柔整、歯衛、介護、
主事

朝日医療専門学校広島校
広島市西区己斐本町１-
25-15

昼間 3年 30
学校
法人

朝日医療学園
（岡山）

理学、柔整

夜間 3年 30

計 ３施設 5課程 180

○　平成２５年４月１日から開設予定の施設（新規指定）及び定員の増減予定の施設

広島県 IGL医療専門学校
広島市安佐南区伴東1-
12-18

昼間 3年 30
学校
法人 IGL学園 定員減 60 → 30

○　平成２５年４月１日の状況（見込み）

８） 柔道整復師養成施設一覧

県　名 名             称 所     在     地
昼夜通
の別等

修業
年限

入学
定員

備　　考

岡山県 朝日医療専門学校岡山校 岡山市北区絵図町１番４０号 昼間 3年 60
学校
法人

朝日医療学園
（岡山）

理学、はき

夜間 3年 30

広島県 ＩＧＬ医療専門学校
広島市安佐南区伴東1-
12-18

昼間 3年 60
学校
法人 ＩＧＬ学園

はき、歯衛、介護、
主事

（３） ＭＳＨ医療専門学校 広島市西区天満町6-5
昼間

（午前）
3年 22

学校
法人 ＭＳＨ医療学園

昼間
（午後）

3年 22

朝日医療専門学校広島校
広島市西区己斐本町1-
25-15

昼間 3年 30
学校
法人

朝日医療学園
（岡山）

理学、はき

夜間 3年 30

○　平成２５年４月１日から開設予定の施設（新規指定）及び定員の増減予定の施設　→　なし

○　平成２５年４月１日の状況（見込み）

平成２５年３月末現在

平成２５年３月末現在

設    置    者

2
学2

施設数 課程数
入学
定員

3施設 5課程 150

設    置    者

計 4施設 7課程 254
3

学3

施設数 課程数
入学
定員

4施設 7課程 254
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９） 歯科衛生士養成所一覧

県　名 名             称 所     在     地
昼夜通
の別等

修業
年限

入学
定員

備　　考

鳥取県
（１）

鳥取県立歯科衛生専門学校
鳥取市吉方温泉3丁目
751-5

昼間 3年 36 鳥取県

島根県
（１）

島根県歯科技術専門学校 松江市南田町141-9 昼間 3年 40
社団
法人

島根県歯科医
師会

歯技

岡山県
（２）

岡山高等歯科衛生専門学院
岡山市北区石関町1番5
号

昼間 3年 50
社団
法人

岡山県歯科医
師会

インターナショナル岡山歯科衛
生専門学校

岡山市北区大供3-2-18 昼間 3年 48
学校
法人 本山学園

理学、作業、調理、
製菓

広島県
（４）

専門学校福山歯科衛生士学校
福山市南蔵王町6丁目19
番34号

昼間 3年 50
社団
法人

福山市歯科医
師会

広島高等歯科衛生士専門学校
広島市中区富士見町11
番6号

昼間 3年 50
社団
法人

広島県歯科医
師会

ＩＧＬ医療専門学校
広島市安佐南区伴東1丁
目12番18号

昼間 3年 50
学校
法人 ＩＧＬ学園

はき、柔整、介護、
主事

広島デンタルアカデミー専門学
校

広島市南区大須賀町19
番11号

昼間 3年 60
学校
法人 三宅学園

山口県
（１）

山口県高等歯科衛生士学院 山口市吉敷下東1-4-1 昼間 3年 50
社団
法人

山口県歯科医
師会

（注）※は、平成25年度から設置者が変更（進研学園→朝日医療学園への事業承継）。

○　平成２５年４月１日から開設予定の施設（新規指定）及び定員の増減予定の施設

岡山県
※朝日高等歯科衛生専門
　学校　口腔保健科

岡山市北区いずみ町3-9 昼間 3年 50
学校
法人 朝日医療学園

（注）※は、平成25年度から設置者が変更（進研学園→朝日医療学園への事業承継）。

○　平成２５年４月１日の状況（見込み）

１０） 歯科技工士養成所一覧

県　名 名             称 所     在     地
昼夜通
の別等

修業
年限

入学
定員

備　　考

鳥取県
（１）

鳥取歯科技工専門学校
鳥取市富安２丁目８４番
地

昼間 2年 20
社団
法人

鳥取県東部歯
科医師会

島根県
（１）

島根県歯科技術専門学校 松江市南田町141-9 昼間 2年 20
社団
法人

島根県歯科医
師会

歯衛

岡山県
（２）

岡山歯科技工専門学院 岡山市北区楢津2182 昼間 2年 20
社団
法人

岡山市歯科医
師会

笠岡歯科技工専門学校 笠岡市笠岡5628番地22 昼間 2年 20
財団
法人 仁和会

広島県
（１）

広島歯科技術専門学校 廿日市市佐方本町1-1 昼間 2年 35
学校
法人 山陽女学園 看護、栄養、調理

山口県
（１）

下関歯科技工専門学校
下関市貴船3丁目1番37
号

夜間 3年 22
社団
法人

下関市歯科医
師会

○　平成２５年４月１日から開設予定の施設（新規指定）及び定員の増減予定の施設　→　なし

○　平成２５年４月１日の状況（見込み）

平成２５年３月末現在

設    置    者

434
9

学3、社5、県
計 9課程9施設

平成２５年３月末現在

設    置    者

計 6課程6施設 137
6

学1、財1、社4

施設数 課程数
入学
定員

10施設 10課程 484

施設数 課程数
入学
定員

6施設 6課程 137
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１１） 保健師・看護師（統合カリキュラム）養成所一覧

県　名 名             称 所     在     地
昼夜通
の別等

修業
年限

入学
定員

備　　考

岡山県
（１）

玉野総合医療専門学校保健看
護学科

玉野市築港１－１－２０ 昼間 4年 40
学校
法人 加計学園

理学、作業、調理、
製菓、食管、介護

山口県
（１）

岩国YMCA国際医療福祉専門
学校保健看護学科

岩国市麻里布町２－６－
２５

昼間 4年 60
学校
法人

広島YMCA学
園

理学、作業、看護、
介護

計 2施設 2課程 100

（注）全て保健師・看護師統合カリキュラムの施設である。

○　平成２５年４月１日から開設予定の施設（新規指定）及び定員の増減予定の施設　→　なし

○　平成２５年４月１日の状況（見込み）

１２） 助産師養成所一覧

県　名 名             称 所     在     地
昼夜通
の別等

修業
年限

入学
定員

備　　考

鳥取県
（１）

鳥取県立倉吉総合看護専門学
校助産学科

倉吉市南昭和町15 昼間 1年 16 鳥取県 看護

岡山県
（１）

岡山医療センター附属岡山看
護助産学校助産学科

岡山市北区田益1711-1 昼間 1年 20
独立
行政
法人

国立病院機構 看護

計 2施設 2課程 36

○　平成２５年４月１日から開設予定の施設（新規指定）及び定員の増減予定の施設　→　なし

○　平成２５年４月１日の状況（見込み）

平成２５年３月末現在

設    置    者

2
県1、独1

平成２５年３月末現在

設    置    者

3
学3

施設数 課程数
入学
定員

2施設 2課程 100

施設数 課程数
入学
定員

２施設 ２課程 36
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１３） 看護師養成所一覧

県　名 名             称 所     在     地
昼夜通の

別等
修業
年限

入学
定員

備　　考

鳥取県
（３）

鳥取県立鳥取看護専門学校 鳥取市江津２６０ 昼間
（３年全日）

3年 40 鳥取県

鳥取県立倉吉総合看護専門学
校　第１看護学科

倉吉市南昭和町15 昼間
（３年全日）

3年 35 鳥取県

鳥取県立倉吉総合看護専門学
校　第２看護学科

昼間
（２年全日）

2年 20

米子医療センター附属看護学校 米子市車尾４－１７－２ 昼間
（３年全日）

3年 40
独立
行政
法人

国立病院機構

島根県
（５）

島根県立松江高等看護学院
松江市西嫁島２－２－２
３

昼間
（２年定時）

3年 37 島根県

松江総合医療専門学校
松江市上大野町２０８１
－４

昼間
（３年全日）

3年 40
学校
法人 澤田学園

理学、作業、視能、
言語

浜田医療センター附属看護学校
浜田市浅井町７７７－１
２

昼間
（３年全日）

3年 40
独立
行政
法人

国立病院機構

島根県立石見高等看護学院 益田市昭和町２０ー１５ 昼間
（３年全日）

3年 40 島根県

六日市医療技術専門学校看護
科

鹿足郡六日市町真田
1120

昼間
（２年定時）

3年 30
学校
法人 六日市学園 介護

岡山県
（１２）

岡山済生会看護専門学校
岡山市北区伊福町２－１
７－５

昼間
（３年全日）

3年 50
社会
福祉
法人

恩賜財団済生
会

岡山赤十字看護専門学校
岡山市北区青江２－１－
１

昼間
（３年全日）

3年 40 日本赤十字社

岡山医療センター附属岡山看護
助産学校

岡山市北区田益１７１１
－１

昼間
（３年全日）

3年 120
独立
行政
法人

国立病院機構 助産

国立療養所長島愛生園附属看
護学校

瀬戸内市邑久町虫明６５
３９

昼間
（２年全日）

2年 30 厚生労働省

岡山労災看護専門学校
岡山市南区築港緑町
１ー １０ー２５

昼間
（３年全日）

3年 40
独立
行政
法人

労働者健康福
祉機構

ソワニエ看護専門学校
岡山市中区倉田３９４－
３

昼間
（３年全日）

3年 40
財団
法人

林精神医学研
究所

旭川荘厚生専門学院
第１看護科

岡山市北区祇園地先 昼間
（３年全日）

3年 80
学校
法人 旭川荘 保育

旭川荘厚生専門学院
第２看護科

昼間
（２年全日）

2年 40

津山中央看護専門学校 津山市川崎１７６０ 昼間
（３年全日）

3年 40
財団
法人 津山慈風会

倉敷看護専門学校
看護学科（３年課程全日制）

倉敷市粒浦８０－１ 昼間
（３年全日）

3年 40
財団
法人

倉敷市保健医
療センター

倉敷看護専門学校
看護学科（２年課程全日制）

昼間
（２年全日）

2年 40
（注）25年度から募
集停止

倉敷中央看護専門学校 倉敷市美和１－１－１ 昼間
（３年全日）

3年 40
財団
法人 倉敷中央病院

順正高等看護専門学校 高梁市伊賀町８ 昼間
（３年全日）

3年 80
学校
法人 順正学園 保育

岡山医療福祉専門学校
岡山市中区門田屋敷３
－５－１８

昼間
（３年全日）

3年 50
学校
法人 ベル学園 介護

広島県
（１１）

福山市医師会看護専門学校
第一看護学科

福山市三吉南町２－１１
－２５

昼間
（２年定時）

3年 40
社団
法人 福山市医師会

福山市医師会看護専門学校
第二看護学科

昼間
（３年全日）

3年 40

尾道市医師会看護専門学校
尾道市栗原東２－４ー３
３

昼間
（３年定時）

4年 40
社団
法人 尾道市医師会

広島県厚生連尾道看護専門学
校

尾道市古浜町７－１９ 昼間
（３年全日）

3年 40
協同
組合 広島県厚生連

三原看護専門学校
三原市円一町４－１－２
３

昼間
（２年定時）

3年 40
財団
法人

三原看護師養
成事業団

広島県立三次看護専門学校
第一看護学科

三次市東酒屋町敦盛５１
８－１

昼間
（３年全日）

3年 60 広島県

広島県立三次看護専門学校
第二看護学科

昼間
（２年全日）

2年 20

平成２５年３月末現在

設    置    者
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広島市立看護専門学校
第一看護学科

広島市中区富士見町　１
１－２７

昼間
（３年全日）

3年 80 広島市

広島市立看護専門学校
第二看護学科

昼間
（２年定時）

3年 40

広島市医師会看護専門学校
広島市西区観音本町１
－１－１

夜間
（２年定時）

3年 100
社団
法人 広島市医師会

呉医療センター附属呉看護学校 呉市青山町３－１ 昼間
（３年全日）

3年 80
独立
行政
法人

国立病院機構

呉市医師会看護専門学校 呉市朝日町１５－２４ 昼間
（２年定時）

3年 40
社団
法人 呉市医師会

呉共済病院看護専門学校 呉市西中央３ー２ー４ 昼間
（３年全日）

3年 35

山陽看護専門学校 廿日市市佐方本町１－１ 昼間
（２年全日）

2年 40
学校
法人 山陽女学園 歯技、栄養、調理

山口県
（１３）

岩国YMCA国際医療福祉専門学
校看護学科

岩国市麻里布町２－６－
２５

昼間
（２年全日）

2年 40
学校
法人

広島YMCA学園
※

理学、作業、保看、
介護

岩国医療センター附属看護学校
岩国市黒磯町２１３－　１
０

昼間
（３年全日）

3年 40
独立
行政
法人

国立病院機構

平生看護専門学校
熊毛郡平生町曽根
１３７６－２

昼間
（２年定時）

3年 40
学校
法人 平生学園

大島看護専門学校
大島郡周防大島町家房
1595-1

昼間
（３年全日）

3年 35 周防大島町

徳山看護専門学校 周南市慶万町１０－１ 昼間
（３年全日）

3年 70
社団
法人 徳山医師会

YIC看護福祉専門学校 防府市中央町１－８ 昼間
（３年全日）

3年 40
学校
法人 中央学院 美容、社会、介護

防府看護専門学校 防府市三田尻１－３－１ 昼間
（２年定時）

3年 40
社団
法人 防府医師会

下関看護リハビリテーション学校
下関市竹崎町３－４－１
７

昼間
（３年全日）

3年 40
学校
法人 福岡保健学院 理学

ウエストジャパン看護専門学校
下関市大坪本町４４－
２０

昼間
（３年全日）

3年 40
医療
法人 茜会

学校法人日本医療学園附属
　　　　　　　　 東亜看護学院

下関市一の宮町３－１２
－２８

通信 2年 250
学校
法人 日本医療学園

下関看護専門学校
下関市大学町２－１－
２

夜間
（２年定時）

3年 50
社団
法人 下関市医師会

宇部看護専門学校
宇部市中村３－１２－５
３

昼間
（２年定時）

3年 50
社団
法人 宇部市医師会

山口県立萩看護学校
第１看護学科

萩市大字堀内字菊ヶ浜
４８９－５

昼間
（３年全日）

3年 40 山口県

山口県立萩看護学校
第２看護学科

昼間
（２年定時）

3年 25

計 44施設 51課程 2,547

注）保健師・看護師統合カリキュラムの養成所は、１２）保健師養成施設一覧に掲載。

○　平成２５年４月１日から開設予定の施設（新規指定）及び定員の増減予定の施設

島根県
出雲医療看護専門学校
　看護学科

出雲市今市町 1151-1 昼間
（３年全日）

3年 80
学校
法人 大阪滋慶学園 H25.4 開設

岡山県
旭川荘厚生専門学院
　第１看護科

岡山市北区祇園地先 昼間
（３年全日）

3年 120
学校
法人 旭川荘 定員増 80 → 120

山口県 岩国医療センター附属看護学校
岩国市黒磯町２１３－　１
０

昼間
（３年全日）

3年 80
独立
行政
法人

国立病院機構 定員増 40 → 80

YIC看護福祉専門学校 防府市中央町１－８ 昼間
（３年全日）

3年 80
学校
法人 中央学院 定員増 40 → 80

○　平成２５年４月１日の状況（見込み）

45施設 52課程 2,747

                 38
学11、医1、財5、社8、独
2、福1、組1、国1、県4、市
1、町1、他2

施設数 課程数
入学
定員

国家公務員共済組合
連合会
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１４） 栄養士養成施設一覧

県　名 名             称 所     在     地
昼夜通
の別等

修業
年限

入学
定員

備　　考

鳥取県
（１）

鳥取短期大学
生活学科食物栄養専攻

倉吉市福庭８５４ 昼間 2年 50
学校
法人 藤田学院 保育、介護

鳥取短期大学
専攻科食物栄養専攻

昼間
【専攻科】

3(1)年 10

島根県
（１）

島根県立大学短期大学部
健康栄養学科

松江市浜乃木７－２４－
２

昼間 2年 40
公立
大学
法人

島根県立大学 保育

岡山県
（３）

山陽学園短期大学
食物栄養学科

岡山市中区平井１－１４
－１

昼間 2年 80
学校
法人 山陽学園 保育

美作大学短期大学部
栄養学科

津山市北園町５０ 昼間 2年 40
学校
法人 美作学園

管栄、食管、保育、
介護、福高

くらしき作陽大学食文化学部
現代食文化学科食と健康コース

倉敷市玉島長尾３５１５ 昼間 4年 50
学校
法人 作陽学園 管栄、食管、保育

広島県
（４）

広島文化学園短期大学
食物栄養学科

広島市安佐南区長束西
３－５－１

昼間 2年 50
学校
法人 広島文化学園 保育

広島文化学園短期大学
専攻科栄養専攻

昼間
【専攻科】

4(2)年 5

比治山大学短期大学部
総合生活デザイン学科
栄養士養成系列

昼間 2年 40
学校
法人 比治山学園 保育

比治山大学短期大学部
専攻科栄養専攻

昼間
【専攻科】

4(2)年 8

鈴峯女子短期大学
食物栄養学科栄養士コース

広島市西区井口４－６－
１８

昼間 2年 80
学校
法人 鈴峯学園 保育、製菓

鈴峯女子短期大学
専攻科栄養専攻

昼間
【専攻科】

4(2)年 10

山陽女子短期大学
食物栄養学科栄養管理コース

廿日市市佐方本町１－１ 昼間 2年 50
学校
法人 山陽女学園 歯技、看護、調理

山口県
（２）

下関短期大学　栄養健康学科 下関市桜山町１－１ 昼間 2年 40
学校
法人 河野学園 保育

宇部フロンティア大学短期大学部
食物栄養学科

宇部市文京町５－４０ 昼間 2年 70
学校
法人 香川学園 調理、保育、介護

(注）昼夜通の別等欄【専攻科】は、学位授与機構認定専攻科で、修業年限欄（　）は、専攻科のみの修業年限。
　　　また、入学定員の計は、【専攻科】は除いた数。

○　平成２５年４月１日から開設予定の施設（新規指定）及び定員の増減予定の施設

広島県
比治山大学短期大学部
総合生活デザイン学科
栄養士養成系列

広島市東区牛田新町４
－１－１

昼間 2年 60
学校
法人 比治山学園 定員増 40 → 60

○　平成２５年４月１日の状況（見込み）

施設数 課程数
入学
定員

11施設 15課程 610

11
公大1、学10

平成２５年３月末現在

設    置    者

広島市東区牛田新町４
－１－１

計 11施設 15課程 590
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１５） 管理栄養士養成施設一覧

県　名 名             称 所     在     地
昼夜通
の別等

修業
年限

入学
定員

備　　考

岡山県
（７）

ノートルダム清心女子大学
人間生活学部食品栄養学科

岡山市北区伊福町２－１
６－９

昼間 4年 80
学校
法人

ノートルダム清
心学園

保育、食管

川崎医療福祉大学
医療技術学部臨床栄養学科

倉敷市松島２８８ 昼間 4年 50
学校
法人 川崎学園

保育、介護

中国学園大学
現代生活学部人間栄養学科

岡山市北区庭瀬８３ 昼間 4年 80
学校
法人 中国学園

食管、保育、介護

美作大学生活科学部食物学科 津山市北園町５０ 昼間 4年 80
学校
法人 美作学園

栄養、食管、保育、
介護、福高

岡山学院大学人間生活学部
食物栄養学科

倉敷市有城７８７ 昼間 4年 40
学校
法人

原田学園（岡
山）

食管、保育

くらしき作陽大学食文化学部
栄養学科

倉敷市玉島長尾３５１５ 昼間 4年 80
学校
法人 作陽学園 栄養、食管、保育

岡山県立大学保健福祉学部
栄養学科

総社市窪木１１１ 昼間 4年 40
公立
大学
法人

岡山県立大学 食管、保育、介護

広島県
（５）

福山大学生命工学部
栄養科学科

福山市学園町１三蔵 昼間 4年 70
学校
法人 福山大学

食管、保育、介護

安田女子大学家政学部
管理栄養学科

広島市安佐南区安東６
－１３－１

昼間 4年 80
学校
法人 安田学園

食管、保育

広島文教女子大学人間科学部
人間栄養学科

広島市安佐北区可部東
１－２－１

昼間 4年 70
学校
法人 武田学園 保育、介護

広島女学院大学生活科学部
管理栄養学科

広島市東区牛田東４－１
３－１

昼間 4年 70
学校
法人 広島女学院 食管、保育

県立広島大学人間文化学部
健康科学科

広島市南区宇品東１－１
－７１

昼間 4年 35
公立
大学
法人

県立広島大学 食管

山口県
（２）

東亜大学医療学部
医療栄養学科

下関市一の宮学園町２
－１

昼間 4年 40
学校
法人 東亜大学学園

美容、食管、保育

山口県立大学看護栄養学部
栄養学科

山口市桜畠３－２－１ 昼間 4年 40
公立
大学
法人

山口県立大学
食管

○　平成２５年４月１日から開設予定の施設（新規指定）及び定員の増減予定の施設

広島県
安田女子大学家政学部
　管理栄養学科

広島市安佐南区安東６
－１３－１

昼間 4年 120
学校
法人 安田学園 定員増 80 → 120

○　平成２５年４月１日の状況（見込み）

施設数 課程数
入学
定員

14施設 14課程 895

平成２５年３月末現在

設    置    者

計 14施設 14課程 855
14

公大3、学11
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１６） 調理師養成施設一覧

県　名 名             称 所     在     地
昼夜通
の別等

修業
年限

入学
定員

備　　考

鳥取県
（２）

倉吉北高等学校調理科 倉吉市福庭町１－１８０ 昼間 3年 30
学校
法人 松柏学院

鳥取県立米子南高等学校家庭学
科生活文化科調理コース

米子市長砂町２１６ 昼間 3年 20 鳥取県

島根県
（１）

松江調理製菓製パンカレッジ
高等課程調理師科

松江市伊勢宮町５２０－
８

昼間 1年 40
学校
法人 タブチ学園 製菓

松江調理製菓製パンカレッジ
専門課程調理師科

昼間 2年 20

岡山県
（４）

西日本調理製菓専門学校
調理製菓専門課程調理師科

岡山市北区大供３－２－
１８

昼間 1年 160
学校
法人 本山学園

理学、作業、製菓、
歯衛

岡山県立津山東高等学校
食物調理科

津山市林田１２００ 昼間 3年 40 岡山県

倉敷芸術科学大学 調理師別科
倉敷市連島町西之浦　２
６４０

昼間 1年 40
学校
法人 加計学園

理学、作業、保看、
製菓、食管、介護

おかやま山陽高等学校
調理科

浅口市鴨方町大字六条
院中２０６９

昼間 3年 45
学校
法人 第一原田学園 製菓

広島県
穴吹調理製菓専門学校
衛生専門課程 高度調理学科

福山市東町２－２－２４ 昼間 2年 40
学校
法人 穴吹学園 美容、製菓

（５）
穴吹調理製菓専門学校
衛生高等課程 調理学科

昼間 1年 30

広島県立総合技術高等学校
食デザイン科

三原市本郷南５－２５－
１

昼間 3年 40 広島県

広島酔心調理製菓専門学校
専門課程調理師科

広島市西区福島町２－４
－１

昼間 2年 120
学校
法人

原田学園（広
島）

製菓

広島酔心調理製菓専門学校
一般課程調理師科

昼間 1年 80

進徳女子高等学校
食育デザイン科

広島市南区皆実町1-1-
58

昼間 3年 70
学校
法人 進徳学園

山陽女子短期大学
食物栄養学科栄養調理コース

廿日市市佐方本町１－１ 昼間 2年 40
学校
法人 山陽女学園 歯技、看護、栄養

山口県
（４）

誠英高等学校普通科
生活文化コース食文化専攻

防府市東三田尻１－２－
１４

昼間 3年 38
学校
法人 三田尻学園

中村女子高等学校
調理科

山口市駅通り１－１－１ 昼間 3年 40
学校
法人 山口中村学園 介護、福高

山口調理製菓専門学校
調理師科（２年コース）

山口市小郡黄金町９－８ 昼間 2年 40
学校
法人 本田学園 製菓

山口調理製菓専門学校
調理師科（１年コース）

昼間 1年 40

宇部フロンティア大学付属香川高
等学校食物調理科

宇部市文京町１－２５ 昼間 3年 39
学校
法人 香川学園 栄養、保育、介護

○　平成２５年４月１日から開設予定の施設（新規指定）及び定員の増減予定の施設

岡山県
西日本調理製菓専門学校
  調理製菓専門課程調理師科
     調理コース（１年）

岡山市北区大供３－２－
１８

昼間 1年 120
学校
法人 本山学園

（注）
・入学定員の変更無し。
・総定員　160 → 200

西日本調理製菓専門学校
  調理製菓専門課程調理師科
　　　総合調理福祉専攻コース
　　　　（２年）

昼間 2年 40
学校
法人 本山学園

山口県
宇部フロンティア大学付属香川高
等学校食物調理科

宇部市文京町１－２５ 昼間 3年 65
学校
法人 香川学園 定員増 39 → 65

○　平成２５年４月１日の状況（見込み）

施設数 課程数
入学
定員

16施設 21課程 1,038

平成２５年３月末現在

設    置    者

計 16施設 20課程 1,012
16

学13、県3
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１７） 理容師養成施設一覧

　（一般）

県　名 名             称 所     在     地
昼夜通
の別等

修業
年限

入学
定員

備　　考

鳥取県
（１）

鳥取県理容美容高等専修学校
鳥取市南吉方１－７１－
３

昼間 2年 20
学校
法人

鳥取県理容美
容専門学校

美容

通信 3年 20

島根県
（１）

松江理容美容専門学校
松江市西津田２－１５－
５

昼間 2年 40
学校
法人

山陰理容美容
学園

美容

通信 3年 20

岡山県
（１）

岡山県理容美容専門学校
岡山市北区大元２－６－
５

昼間 2年 40
学校
法人

岡山理容美容
学園

美容

通信 3年 40

広島県
（１）

広島県理容美容専門学校
広島市中区国泰寺町１
－８－２４

昼間 2年 80
社団
法人

広島理美容師
協会

美容

通信 3年 80

山口県
（２）

下関理容美容専門学校
下関市貴船町３－１２－
１４

昼間 2年 40
学校
法人

下関理容美容
学園

美容

通信 3年 40

山口理容美容専修学校
山口市小郡下郷２３１４
－１

昼間 2年 40
準学校
法人

山口県理容美
容学園

美容

通信 3年 40

（特別支援学校）

県　名 名             称 所     在     地
昼夜通
の別等

修業
年限

入学
定員

備　　考

岡山県
（１）

岡山県立岡山聾学校
高等部本科理容科

岡山市中区土田５１ 昼間 3年 10 岡山県

（矯正施設）

県　名 名             称 所     在     地
昼夜通
の別等

修業
年限

入学
定員

備　　考

島根県
（１）

清明理容学校
浜田市旭町丸原３８０－
１５

昼間 2年 20
学校
法人 白蓮学園 美容

山口県
（１）

姫山技能訓練所 山口市松美町３－７５ 昼間 2年 10 国 山口刑務所

（一般、特別支援学校、矯正施設の計）

○　平成２５年４月１日から開設予定の施設（新規指定）及び定員の増減予定の施設　→　なし

○　平成２５年４月１日の状況（見込み）

施設数 課程数
入学
定員

9施設 15課程 540

平成２５年３月末現在

計 9施設 15課程 540
9

学6、社1、県1、国1

設    置    者

小計 2施設 2課程 30
2

学1、国1

平成２５年３月末現在

設    置    者

小計 1施設 1課程 10
１

県１

平成２５年３月末現在

設    置    者

小計 6施設 12課程 500
6

学5、社1
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１８） 美容師養成施設一覧

県　名 名             称 所     在     地
昼夜通
の別等

修業
年限

入学
定員

備　　考

鳥取県
（２）

鳥取県理容美容高等専修学校 鳥取市南吉方１－71－３ 昼間 2年 40
学校
法人

鳥取県理容美
容専門学校

理容

通信 3年 40

専門学校米子ビューティーカレッ
ジ

米子市富士見町１－１２
０

昼間 2年 40
学校
法人 小土井学園※

通信 3年 40

島根県
（３）

松江理容美容専門学校
松江市西津田２－１５－
５

昼間 2年 40
学校
法人

山陰理容美容
学園

理容

通信 3年 40

島根県立東部高等技術校美容科
出雲市長浜町３０５７－１
１

昼間 2年 20 島根県

浜田ビューティーカレッジ
浜田市浅井町１４２９－２
０

昼間
(専門)

2年 20
学校
法人 白蓮学園 理容

昼間
(高等)

3年 20

通信 3年 40

岡山県
（３）

専門学校岡山ビューティモード
岡山市北区田町１－１－
９

昼間 2年 120
学校
法人 貝畑学園 製菓

通信 3年 80

岡山県理容美容専門学校
岡山市北区大元２－６－
５

昼間 2年 100
学校
法人

岡山理容美容
学園

理容

通信 3年 66

専門学校倉敷ビューティーカレッ
ジ

倉敷市寿町１０－５ 昼間 2年 80
学校
法人 小土井学園※

通信 3年 80

広島県
（５）

広島県東部美容専門学校 福山市西町２－１６－１５ 昼間 2年 80
社団
法人

広島県東部美
容協会

通信 3年 40

穴吹ビューティ専門学校 福山市入船町２－２－３ 昼間 2年 40
学校
法人 穴吹学園 調理、製菓

広島県理容美容専門学校
広島市中区国泰寺町１
－８－２４

昼間 2年 160
社団
法人

広島理美容師
協会

理容

通信 3年 160

専門学校マインドビューティーカ
レッジ

広島市中区大手町３－８
－１１

昼間 2年 120
学校
法人 翠学園

通信 3年 120

広島美容専門学校
広島市中区千田町３－１
５－１

昼間 2年 160
学校
法人 上野学園 製菓

山口県
（４）

ＹＩＣビューティモード専門学校 周南市若宮町１－２１ 昼間 2年 80
学校
法人 中央学院 看護、介護、社会

通信 3年 40

東亜大学デザイン学部
トータルビューティ学科

下関市一の宮学園町２
－１

昼間 4年 40
学校
法人 東亜大学学園 管栄、食管、保育

下関理容美容専門学校
下関市貴船町３－１２－
１４

昼間 2年 40
学校
法人

下関理容美容
学園

理容

通信 3年 40

山口理容美容専修学校
山口市小郡下郷２３１４
－１

昼間 2年 40
準学校
法人

山口県理容美
容学園

理容

通信 3年 40

○　平成２５年４月１日から開設予定の施設（新規指定）及び定員の増減予定の施設

岡山県 岡山県理容美容専門学校
岡山市北区大元２－６－
５

昼間 2年 120
学校
法人

岡山理容美容
学園

定員増 100 → 120

広島県
広島美容専門学校
　ﾄｰﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨ科ﾍｱﾒｲｸｺｰｽ

広島市中区千田町３－１
５－１

昼間 2年 40
学校
法人 上野学園 H25.4　開設

○　平成２５年４月１日の状況（見込み）

施設数 課程数
入学
定員

17施設 32課程 2,126

平成２５年３月末現在

設    置    者

計 17施設 31課程 2,066
16

学13、社2、県1
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１９） 製菓衛生師養成施設一覧

県　名 名             称 所     在     地
昼夜通
の別等

修業
年限

入学
定員

備　　考

島根県
（１）

松江調理製菓製パンカレッジ製菓衛生
師科

松江市伊勢宮町
５２０－８

昼間 1年 40
学校
法人 タブチ学園 調理

岡山県
（４）

専門学校岡山ビジネスカレッジ
製菓学科

岡山市北区岩田町３－２
２

昼間 2年 20
学校
法人 貝畑学園 美容

西日本調理製菓専門学校
調理製菓専門課程 製菓衛生師科

岡山市北区大供３－２－
１８

昼間 1年 80
学校
法人 本山学園

西日本調理製菓専門学校
パティシエ・ブランジェコース

昼間 2年 40

おかやま山陽高等学校
普通科製菓衛生師コース

浅口市鴨方町六条院中
２０６９

昼間 3年 40
学校
法人 第一原田学園 調理

倉敷芸術科学大学
製菓衛生師別科

倉敷市連島町西之浦　２
６４０

昼間 2年 40
学校
法人 加計学園

理学、作業、保看、
調理、食管、介護

広島県
（５）

穴吹調理製菓専門学校　衛生専門課
程　パティシエ・ベーカリー学科

福山市東町２－２－２４ 昼間 2年 30
学校
法人 穴吹学園 調理、美容

穴吹調理製菓専門学校
衛生高等課程 製菓学科

昼間
1年 30

広島ビジネス専門学校
製菓衛生学科

広島市中区国泰寺町２
－５－２３

昼間 2年 30
学校
法人 上野学園 美容

広島酔心調理製菓専門学校
製菓衛生師科

広島市西区福島町２－４
－１

昼間 2年 40
学校
法人

原田学園（広
島）

調理

鈴峯女子短期大学
食物栄養学科製菓コース

広島市西区井口４－６－
１８

昼間 2年 40
学校
法人 鈴峯学園 栄養、保育

広島製菓専門学校
洋菓子科衛生専門課程

安芸郡府中町本町２－１
－１７

昼間 2年 70
学校
法人 古沢学園

理学、作業、社会、
介護、精神

広島製菓専門学校
製菓衛生師科衛生専門課程

昼間
1年 40

山口県
（１）

山口調理製菓専門学校
製菓衛生師科

山口市小郡黄金町９－８ 昼間 1年 40
学校
法人 本田学園 調理

○　平成２５年４月１日から開設予定の施設（新規指定）及び定員の増減予定の施設　→　なし　　

○　平成２５年４月１日の状況（見込み）

施設数 課程数
入学
定員

11施設 14課程 580

平成２５年３月末現在

設    置    者

計 11施設 14課程 580
１１

学１１

理学、作業、歯衛、
調理
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２０） 食品衛生管理者養成施設及び食品衛生監視員養成施設一覧

県　名 名             称 所     在     地
昼夜通
の別等

修業
年限

入学
定員

備　　考

鳥取県
（１）

鳥取大学農学部生物資源環境学科
「食品衛生コース」

鳥取市湖山町南４－１０
１

昼間 4年 200
国立
大学
法人

鳥取大学 保育

島根県
（１）

島根大学生物資源科学部生命工学科
「食品衛生コース」

松江市西川津町１０６０ 昼間 4年 40
国立
大学
法人

島根大学

岡山県
（８）

岡山理科大学理学部
臨床生命科学科　　食科学コース

岡山市北区理大町１－１ 昼間 4年 85
学校
法人 加計学園

理学、作業、保看、
調理、製菓、介護

岡山大学農学部総合農業科学科
「食品衛生資格取得コース」

岡山市北区津島中１－１
－１

昼間 4年 120
国立
大学
法人

岡山大学 保育

ノートルダム清心女子大学
人間生活学部食品栄養学科

岡山市北区伊福町２－１
６－９

昼間 4年 80
学校
法人

ノートルダム清
心学園

管栄、保育

中国学園大学現代生活学部
人間栄養学科食品衛生コース

岡山市北区庭瀬８３ 昼間 4年 80
学校
法人 中国学園 管栄、保育、介護

美作大学生活科学部
食物学科食品衛生専攻（コース）

津山市北園町５０ 昼間 4年 80
学校
法人 美作学園

栄養、管栄、保育、
介護、福高

岡山学院大学人間生活学部
食物栄養学科
食品衛生資格履修コース

倉敷市有城７８７ 昼間 4年 40
学校
法人

原田学園（岡
山）

管栄、保育

くらしき作陽大学食文化学部
食産業学科　　食品衛生管理者及び
食品衛生監視員養成課程

倉敷市玉島長尾３５１５ 昼間 4年 30
学校
法人 作陽学園

くらしき作陽大学食文化学部
現代食文化学科　　食品衛生管理者
及び食品衛生監視員養成課程

昼間 4年 80

くらしき作陽大学食文化学部
栄養学科　　　食品衛生管理者及び食
品衛生監視員養成課程

昼間 4年 80

岡山県立大学保健福祉学部
栄養学科
食品衛生任用資格取得コース

総社市窪木１１１ 昼間 4年 40
公立
大学
法人

岡山県立大学 管栄、保育、介護

広島県
（７）

県立広島大学生命環境学部
生命科学科　　食品衛生管理者及び
食品衛生監視員資格取得コース

昼間 4年 110
公立
大学
法人

県立広島大学

県立広島大学生命環境学部
環境科学科　　食品衛生管理者及び
食品衛生監視員資格取得コース

昼間 4年 55

福山大学生命工学部生命栄養科学科
「食品衛生コース」

福山市東村町字三蔵
985-1

昼間 4年 70
学校
法人 福山大学 管栄、保育、介護

安田女子大学家政学部
管理栄養学科　　食品衛生管理者・食
品衛生監視員コース

広島市安佐南区安東６
－１３－１

昼間 4年 80
学校
法人 安田学園 管栄、保育

広島女学院大学生活科学部
管理栄養学科　　　食品衛生管理者及
び食品衛生監視員養成課程

広島市東区牛田東４－１
３－１

昼間 4年 70
学校
法人 広島女学院 管栄、保育

広島大学生物生産学部
生物生産学科　　　食品衛生監視員及
び食品衛生管理者養成課程

東広島市鏡山１－４－４ 昼間 4年 90
国立
大学
法人

広島大学

近畿大学工学部
生物化学工学科　食品衛生管理者・食
品衛生監視員課程

東広島市高屋うめの辺１ 昼間 4年 70
学校
法人 近畿大学

広島工業大学生命学部食物生命科学
科食品衛生コース

広島市佐伯区三宅2-1-1 昼間 4年 60
学校
法人 鶴学園

山口県
（４）

東亜大学医療学部医療栄養学科食品
衛生コース

下関市一の宮学園町２
－1

昼間 4年 40
学校
法人 東亜大学学園 管栄、美容、保育

山口県立大学看護栄養学部
栄養学科（食品衛生管理者及び食品
衛生監視員養成プログラム）

山口市桜畠３－２－１ 昼間 4年 40
公立
大学
法人

山口県立大学 管栄

山口大学農学部
生物機能科学科食品衛生コース

山口市吉田１６７７－１ 昼間 4年 50
国立
大学
法人

山口大学

独立行政法人水産大学校
食品科学科

下関市永田本町２－７－
１

昼間 4年 45
独立
行政
法人

水産大学校

注）コース登録校の定員は最大の場合

広島県庄原市七塚町
５６２

計 21施設 24課程

栄養、管栄、保育

管栄

平成２５年３月末現在

設    置    者

1,735
２１

学1２、国大5、独1、
公大3
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○　平成２５年４月１日から開設予定の施設（新規指定）及び定員の増減予定の施設　　

広島県
広島国際学院大学 工学部 食農ﾊﾞｲ
ｵ・ﾘｻｲｸﾙ学科

広島市安芸区中野6ｰ
20ｰ1 昼間 4年 70

学校
法人 広島国際学院 H25.4開設

福山大学 生命工学部 海洋生物科学
科

福山市東村町字三蔵
985-1

昼間 4年 80
学校
法人 福山大学 H25.4開設

福山大学 生命工学部 生物工学科
福山市東村町字三蔵
985-1

昼間 4年 70
学校
法人 福山大学 H25.4開設

県立広島大学 人間文化学部 健康科
学科

広島市南区宇品東1-1-
71

昼間 4年 35
公立
大学
法人

県立広島大学 H25.4開設

近畿大学工学部
生物化学工学科　食品衛生管理者・食
品衛生監視員課程

東広島市高屋うめの辺１ 昼間 4年 80
学校
法人 近畿大学 定員増 70 → 80

安田女子大学家政学部
管理栄養学科　　食品衛生管理者・食
品衛生監視員コース

広島市安佐南区安東６
－１３－１

昼間 4年 120
学校
法人 安田学園 定員増 80→120

○　平成２５年４月１日の状況（見込み）

施設数 課程数
入学
定員

22施設 28課程 2,040
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２１） 保育士養成施設一覧

県　名 名             称 所     在     地
昼夜通
の別等

修業
年限

入学
定員

備　　考

鳥取県
（３）

鳥取大学地域学部 地域教育
学科幼児教育コース

鳥取市湖山町南4-101 昼間 ４年 10
国立
大学
法人

鳥取大学 食管

鳥取県立保育専門学院 倉吉市南昭和町15 昼間  ２年 50 鳥取県

鳥取短期大学
幼児教育保育学科

倉吉市福庭854 昼間  ２年 120
学校
法人 藤田学院 栄養、介護

島根県
（３）

島根総合福祉専門学校
児童福祉科

安来市広瀬町広瀬753-
15

昼間  ２年 45
学校
法人 広瀬学園 介護

島根県立大学短期大学部
保育学科

松江市浜乃木7-24-2 昼間  ２年 50
公立
大学
法人

島根県立大学 栄養

山陰中央専門大学校こども総
合学科

松江市東朝日町75-12 昼間 ２年 40
学校
法人 平成坪内学園

岡山県
（１９）

ノートルダム清心女子大学
人間生活学部児童学科
児童学専攻

岡山市北区伊福町2-16-
9

昼間 ４年 40
学校
法人

ノートルダム清
心学園

管栄、食管

岡山大学教育学部学校教育教
員養成課程幼児教育コース

岡山市北区津島中3-1-1 昼間 ４年 15
国立
大学
法人

岡山大学 食管

川崎医療短期大学
医療保育科

倉敷市松島316 昼間  ３年 70
学校
法人 川崎学園 管栄、介護

中国短期大学保育学科 岡山市北区庭瀬83 昼間  ２年 100
学校
法人 中国学園 管栄、食管、介護

中国学園大学
子ども学部子ども学科

岡山市北区庭瀬83 昼間 ４年 70

山陽学園短期大学
幼児教育学科

岡山市中区平井1-14-1 昼間  ２年 100
学校
法人 山陽学園 栄養

就実短期大学
幼児教育学科

岡山市中区西川原1-6-1 昼間  ２年 100
学校
法人 就実学園

就実大学
教育学部初等教育学科

岡山市中区西川原1-6-1 昼間 ４年 75

旭川荘厚生専門学院
児童福祉科

岡山市北区祇園地先 昼間  ２年 50
学校
法人 旭川荘 看護

美作大学短期大学部
幼児教育学科

津山市北園町50 昼間 ２年 70
学校
法人 美作学園

栄養、管栄、食管、
介護、福高

美作大学　生活科学部
児童学科保育士・幼稚園教員
養成コース

津山市北園町50 昼間  ４年 50

環太平洋大学次世代教育学部
乳幼児教育学科

岡山市東区瀬戸町観音
寺721

昼間 ４年 80
学校
法人 創志学園

くらしき作陽大学子ども教育学
部子ども教育学科

倉敷市玉島長尾3515 昼間 ４年 80
学校
法人 作陽学園 栄養、管栄、食管

岡山短期大学幼児教育学科 倉敷市有城787 昼間  ２年 100
学校
法人

原田学園（岡
山）

管栄、食管

倉敷市立短期大学保育学科 倉敷市児島稗田町160 昼間  ２年 50 倉敷市

吉備国際大学短期大学部
通信教育部幼児教育科

高梁市伊賀町8 通信  ３年 100
学校
法人 順正学園 看護、美容、介護

吉備国際大学心理学部子ども
発達教育学科

高梁市伊賀町8 昼間 ４年 40

吉備国際大学通信教育部 心
理学部子ども発達教育学科

通信 ４年 50

新見公立短期大学幼児教育学
科

新見市西方1263-2 昼間  ２年 50
公立
大学
法人

新見公立短期
大学

介護

岡山県立大学保健福祉学部保
健福祉学科
子育て支援コース

総社市窪木111 昼間 ４年 30
公立
大学
法人

岡山県立大学 管栄、食管、介護

広島県
（１１）

福山平成大学健康福祉学部こ
ども学科

福山市御幸町上岩成正
戸117-1

昼間 ４年 50
学校
法人 福山大学 管栄、食管、介護

福山市立大学教育学部児童教
育学科保育コース

広島県福山市港町2-19-
1

昼間 ４年 50 市 福山市

広島文化学園短期大学
保育学科

広島市安佐南区長束西
3-5-1

昼間  ２年 90
学校
法人 広島文化学園 栄養

広島文化学園大学学芸学部子
ども学科

広島市安佐南区長束西
3-5-1

昼間 ４年 80

安田女子短期大学　保育科
広島市安佐南区安東6-
13-1

昼間  ２年 150
学校
法人 安田学園 管栄、食管

安田女子大学
教育学部児童教育学科

広島市安佐南区安東6-
13-1

昼間 ４年 110

設    置    者

平成２５年３月末現在
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広島文教女子大学
人間科学部　初等教育学科
幼児教育ｺｰｽ

広島市安佐北区可部東
1-2-1

昼間 ４年 60
学校
法人 武田学園 管栄、介護

広島文教女子大学　人間福祉
学科　社会福祉ｺｰｽ 保育専修

昼間 ４年 50

広島女学院大学人間生活学部
幼児教育心理学科

広島市東区牛田東4-13-
1

昼間 ４年 90
学校
法人 広島女学院 管栄、食管

比治山大学短期大学部
幼児教育科

広島市東区牛田新町4-
1-1

昼間  ２年 100
学校
法人 比治山学園 栄養

比治山大学現代文化学部
子ども発達教育学科

広島市東区牛田新町4-
1-1

昼間 ４年 70

鈴峯女子短期大学　保育学科 広島市西区井口4-6-18 昼間  ２年 80
学校
法人 鈴峯学園 栄養、製菓

山口県
（９）

岩国短期大学幼児教育科 岩国市尾津町2-24-18 昼間  ２年 100
学校
法人 高水学園

山口短期大学児童教育学科幼
児教育学専攻

防府市大字台道字大繁
枝1346-2

昼間  ２年 50
学校
法人 第二麻生学園

下関短期大学　保育学科 下関市桜山町1-1 昼間  ２年 50
学校
法人 河野学園 栄養

梅光学院大学子ども学部
子ども未来学科

下関市向洋町1-1-1 昼間 ４年 80
学校
法人 梅光学院

東亜大学 人間科学部人間社
会学科 子ども発達コース

下関市一の宮学園町2-1 昼間 ４年 40
学校
法人 東亜大学学園 美容、管栄、食管

山口芸術短期大学
保育学科幼児教育コース

山口市小郡上郷1275 昼間  ２年 100
学校
法人 宇部学園 介護

山口学芸大学教育学部
子ども教育学科

山口市小郡上郷1275 昼間 ４年 50

宇部フロンティア大学短期大学
部　　保育学科

宇部市文京町5-40 昼間  ２年 80
学校
法人 香川学園 栄養、調理、介護

山口福祉文化大学ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ学部
ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ学科子ども生活学領域

萩市椿東浦田500 昼間 ４年 50
学校
法人 萩学園

○　平成２５年４月１日から開設予定の施設（新規指定）及び定員の増減予定の施設

島根県
山陰中央専門大学校こども総
合学科

松江市東朝日町75-12 昼間 ２年 50
学校
法人 平成坪内学園 定員増 40→50

岡山県 ノートルダム清心女子大学
岡山市北区伊福町2-16-
9

昼間  ４年 100
学校
法人

ノートルダム清
心学園

定員増 40→100

中国短期大学 保育学科 岡山市北区庭瀬83 昼間  2年 120
学校
法人 中国学園 定員増 100→120

広島県
広島国際大学　医療福祉学部
医療福祉学科 保育学専攻

東広島市黒瀬学園台
555-36

昼間  ４年 30
学校
法人 常翔学園 H25.4開設

山口県
山口学芸大学 教育学部 子ど
も教育学科

山口市小郡上郷1275 昼間 ４年 60
学校
法人 宇部学園 定員増 50→60

○　平成２５年４月１日の状況（見込み）

46施設 48課程 3,345

3,215
38

学30、国大2、公大3
県1、市2、

施設数 課程数 入学定員

計 ４５施設 47課程
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２２） 社会福祉士養成施設一覧

県　名 名             称 所     在     地
昼夜通
の別等

修業
年限

入学
定員

備　　考

広島県
（４）

専門学校西広島教育福祉学院
社会福祉士科通信課程

広島市安佐南区大塚東
3-6-1

通信
（一般）

1年
6ｶ月

100
学校
法人 田方学園 介護

広島医療保健専門学校
社会福祉学科

広島市安佐南区大塚東
3-2-1

通信
（一般）

1年
9ｶ月

80
学校
法人 古沢学園

理学、作業、製菓、
介護、精神

ヒューマンウェルフェア広島専
門学校 社会福祉士通信学科

広島市東区牛田新町3-
15-38

通信
（一般）

1年
9ｶ月

80
学校
法人 偕楽綜合学園 介護

広島福祉専門学校
社会福祉士科

安芸郡海田町大正町2-
27

昼間 １年 78
学校
法人 中川学園 介護、主事、精神

広島福祉専門学校
社会福祉士科通信コース

通信
（一般）

1年
6ｶ月

150

山口県
（１）

ＹＩＣ看護福祉専門学校
社会福祉士通信課程

防府市中央町1-8
通信

（一般）
1年

6ｶ月
80

学校
法人 中央学院 看護、美容、介護

○　平成２５年４月１日から開設予定の施設（新規指定）及び定員の増減予定の施設 　→　なし

○　平成２５年４月１日の状況（見込み）

平成２５年３月末現在

施設数 課程数 入学定員

5施設 6課程 568

設    置    者

5
学5

計 ５施設 6課程 568

注）指定した５施設の他、社会福祉に関する科目を定める省令に基づき、実習演習科目の確認を行った学校教育法に基づく学校等が
　21施設（22課程）ある。（科目確認大学等の事務は、Ｈ２１．４から実施）
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２３） 介護福祉士養成施設一覧（福祉系高校、特例高校除く）

県　名 名             称 所     在     地
昼夜通
の別等

修業
年限

入学
定員

備　　考

鳥取県
（３）

鳥取短期大学
専攻科 福祉専攻

倉吉市福庭854 昼間  １年 20
学校
法人 藤田学院 栄養、保育

ＹＭＣＡ米子医療福祉専門学校
介護福祉士科

米子市錦海町3-3-2 昼間  ２年 40
学校
法人

広島ＹＭＣＡ学
園　※

理学、作業、保看

鳥取社会福祉専門学校
介護福祉科

鳥取市気高町日光969-1 昼間  ２年 80
学校
法人 小林学園

島根県
（３）

島根総合福祉専門学校
介護福祉士科

安来市広瀬町広瀬753-
15

昼間  ２年 40
学校
法人 広瀬学園 保育

トリニティカレッジ出雲医療福
祉専門学校 介護福祉学科

出雲市西新町3-23-1 昼間 ２年 80
学校
法人 木村学園　※ 臨工

六日市医療技術専門学校
介護福祉科

鹿足郡吉賀町真田1120 昼間  ２年 40
学校
法人 六日市学園 看護

岡山県
（１０）

川崎医療短期大学
介護福祉科

倉敷市松島316 昼間 ２年 80
学校
法人 川崎学園 管栄、保育

中国短期大学
専攻科 介護福祉専攻

岡山市北区庭瀬83 昼間  １年 40
学校
法人 中国学園 保育、食管、管栄

岡山医療福祉専門学校
介護福祉科

岡山市中区門田屋敷3-
5-18

昼間  ２年 80
学校
法人 ベル学園 介護

旭川荘厚生専門学院 吉井川
キャンパス 介護福祉科

岡山市東区西大寺浜610 昼間  ２年 80
社会
福祉
法人

旭川荘 精神

玉野総合医療専門学校
介護福祉学科

玉野市築港1-1-20 昼間 ２年 40
学校
法人 加計学園

理学、作業、保看、
調理、製菓、食管

美作大学短期大学部
専攻科　介護福祉専攻

津山市北園町50 昼間 １年 20
学校
法人 美作学園

栄養、管栄、食管、
保育、福高

新見公立短期大学
地域福祉学科

新見市西方1263-2 昼間 ２年 50
公立
大学
法人

新見公立短期大
学

保育

岡山県立大学 保健福祉学部
保健福祉学科介護福祉コース

総社市窪木111 昼間 ４年 30
公立
大学
法人

岡山県立大学
管栄、食管、保育

くらしき総合福祉専門学校
教育・社会福祉専門課程
介護福祉学科

倉敷市水島北幸町4番5
号

昼間  ２年 60
社会
福祉
法人

薫風会

順正高等看護福祉専門学校
介護福祉学科

高梁市伊賀町8 昼間  ２年 40
学校
法人 順正学園 看護、美容、保育

広島県
（１３）

福山平成大学福祉健康学部福
祉学科介護福祉コース

福山市御幸町上岩成正
戸117-1

昼間 ４年 20
学校
法人 福山大学 管栄、食管、保育

福山福祉専門学校
介護福祉学科

福山市吉津町12-27 昼間  ２年 60
学校
法人 英数学館

尾道福祉専門学校
介護福祉科

尾道市久保町1760-1 昼間  ２年 60
社会
福祉
法人

尾道さつき会

トリニティカレッジ広島医療福
祉専門学校 介護福祉学科

広島市中区上幟町8-18 昼間 ２年 80
学校
法人 木村学園　※ 臨工

広島文教女子大学 人間科学部
人間福祉学科 介護福祉ｺｰｽ

広島市安佐北区可部東
1-2-1

昼間 ４年 20
学校
法人 武田学園 管栄、保育

専門学校西広島福祉学院
介護福祉科

広島市安佐南区大塚東
3-6-1

昼間  ２年 40
学校
法人 田方学園 社会

広島医療保健専門学校
保育介護福祉学科

安佐南区大塚東3-2-1 昼間  ３年 39
学校
法人 古沢学園

理学、作業、製菓、
社会、精神

ＩＧＬ健康福祉専門学校
介護福祉学科

広島市安佐北区安佐町
後山2415-6

昼間 ２年 80
学校
法人 ＩＧＬ学園

はき、柔整、歯衛、
主事

ヒューマンウェルフェア広島専
門学校 介護福祉学科

広島市東区牛田新町 3-
15-38

昼間 ２年 40
学校
法人 偕楽総合学園 社会

ＩＷＡＤ環境福祉専門学校
介護福祉学科

広島市南区比治山本町
14-22

昼間  ２年 35 個人 平田冨美子

専門学校福祉リソースカレッジ
広島 　介護福祉士科

安芸郡府中町石井城 1-
10-15

昼間  ２年 40
学校
法人 古沢学園

理学、作業、製菓、
社会、精神

広島福祉専門学校
介護福祉科

安芸郡海田町大正町2-
27

昼間  ２年 76
学校
法人 中川学園 社会、主事、精神

広島福祉専門学校
介護保育科

昼間  ３年 36

広島国際大学 医療福祉学部
医療福祉学科介護福祉コース

東広島市黒瀬学園台
555-36

昼間 ４年 30
学校
法人 常翔学園

設    置    者

平成２５年３月末現在
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山口県
岩国ＹＭＣＡ国際医療福祉専門
学校 介護福祉学科

岩国市麻里布町2-6-25 昼間  ２年 40
学校
法人

広島ＹＭＣＡ学
園　※

理学、作業、保看

（７）
徳山大学福祉情報学部福祉情報学
科社会福祉ｺｰｽ 介護福祉専攻

周南市学園台843-4-2 昼間 ４年 20
学校
法人 徳山教育財団

ＹＩＣ看護福祉専門学校
介護福祉学科

防府市中央町1-8 昼間  ２年 40
学校
法人 中央学院 看護、美容、社会

下関福祉専門学校 介護福祉
学科

下関市小月茶屋3-4-26 昼間  ２年 40
学校
法人 下関学院 看護

中村女子高等学校 高等福祉
専攻科

山口市黒川1280-1 昼間  ２年 40
学校
法人 山口中村学園 調理、福高

山口芸術短期大学 保育学科
介護福祉コース

山口市小郡みらい町1-
7-1

昼間 ２年 20
学校
法人 宇部学園 保育

宇部フロンティア大学 人間社会学
部 福祉心理学科 介護福祉コース

宇部市文京台2-1-1 昼間 ４年 20
学校
法人 香川学園 栄養、調理、保育

○　平成２５年４月１日から開設予定の施設（新規指定）及び定員の増減予定の施設

岡山県
旭川荘厚生専門学院 吉井川
キャンパス 介護福祉科

岡山市東区西大寺浜610 昼間  ２年 50
社会
福祉
法人

旭川荘 定員減 80→50

○　平成２５年４月１日の状況（見込み）

２４） 福祉系高校等（介護福祉士養成施設）一覧

県　名 名             称 所     在     地
昼夜通
の別等

修業
年限

入学
定員

備　　考

鳥取県
（１）

鳥取県立境港総合技術高等学
校 福祉学科福祉科

境港市竹内町925 昼間 ３年 38 鳥取県

島根県
（１）

明誠高等学校福祉科 益田市三宅町7-37 昼間 ３年 40
学校
法人 益田永島学園

岡山県
（３）

岡山県美作高等学校 普通科
介護福祉コース

津山市山北500 昼間 ３年 35
学校
法人

美作学園
栄養、管栄、食管、
保育、介護

岡山県立倉敷中央高等学校
福祉科

倉敷市西富井1384 昼間 ３年 40 岡山県

倉敷翔南高等学校 総合学科
生活福祉系列【特例高校】

倉敷市児島裨田町160 昼間 ３年 25 倉敷市

広島県
（２）

広島県立世羅高等学校 生活
福祉科【特例高校】

世羅郡世羅町本郷870 昼間 ３年 40 広島県

広島県立黒瀬高等学校
福祉科【特例高校】

東広島市黒瀬町乃美尾1 昼間 ３年 40

山口県
（３）

中村女子高等学校
福祉科 福祉コース

山口市駅通り1-1-1 昼間 ３年 40
学校
法人 山口中村学園 調理、介護

山口県立周防大島高等学校久
賀校舎 福祉科

大島郡周防大島町久賀
4851-2

昼間 ３年 35 山口県

聖光高等学校 普通科
福祉コース

光市光井9-22-1 昼間 ３年 30
学校
法人

櫨蔭学園

○　平成２５年４月１日から開設予定の施設（新規指定）及び定員の増減予定の施設 　→　なし

○　平成２５年４月１日の状況（見込み）

注）特例高校は、修了後、9ヶ月以上介護等の業務に従事した場合に介護福祉士試験の受験資格を得られる学校（平成21年度以降の入学者）。
　　　（福祉系高校等に係る事務は、Ｈ２１．４から実施）

平成２５年３月末現在

計 10施設 10課程 363
10

県4、市1、学5

施設数 課程数 入学定員

10施設 10課程 363

課程数 入学定員

36施設 37課程 1,666

施設数

計 36施設 37課程 1,696
         33
学27、福3、公大2、
個1

設    置    者
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２５） 実務者養成施設（介護福祉士養成施設）

県　名 名             称 所     在     地
昼夜通
の別等

修業
年限

入学
定員

備　　考

島根県
（１）

鳥取総合福祉専門学校
　介護福祉科

安来市広瀬町広瀬753-
15

通信 6ｶ月 80
学校
法人 広瀬学園 保育、介護

岡山県
（１）

旭川荘厚生専門学院 吉井川
キャンパス　実務者研修

岡山市東区西大寺浜610 通信 １年 150
社会
福祉
法人

旭川荘
看護、保育、介護、
精神

○　平成２５年４月１日以降に開設予定の施設（新規指定）及び定員の増減予定の施設

広島県
朝日医療専門学校
　介護職員実務者研修科

福山市引野南1-6-35 昼間 6ｶ月 60
学校
法人 朝日医療学園 H25.4月開設

広島県
福祉キャリアセンター 介護職
員実務者研修 吉島校

広島市中区吉島東1-22-
2

昼間 6ｶ月 90
一般
社団
法人

福祉キャリアセ
ンター

H25.5月開設

岡山県
ウェル福祉学習センター
　介護福祉士実務者研修（通
信）

倉敷市稲荷町5-38 通信 6ｶ月 460
特定非
営利活
動法人

ウェル福祉学
習センター

H25.6月開設

広島県
福祉キャリアセンター 介護職
員実務者研修 観音校

広島市西区観音新町2-
2-15

昼間 6ｶ月 60
一般
社団
法人

福祉キャリアセ
ンター

H25.6月開設

広島県
福祉キャリアセンター 介護職
員実務者研修 通信課程

広島市中区吉島東1-22-
2

通信 6ｶ月 210
一般
社団
法人

福祉キャリアセ
ンター

H25.6月開設

山口県
YIC看護福祉専門学校
　介護実務者研修通信課程

防府市中央町1-8 通信 6ｶ月 80
学校
法人 中央学院 H25.6月開設

○　平成２５年４月１日の状況（見込み）

２課程 230
2

学1、福1

平成２５年３月末現在

設    置    者

計 ２施設

施設数 課程数 入学定員

3施設 3課程 290
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２６） 社会福祉主事養成機関一覧

県　名 名             称 所     在     地
昼夜通
の別等

修業
年限

入学
定員

備　　考

広島県
ＩＧＬ健康福祉専門学校
介護福祉学科

広島市安佐北区安佐町
後山2415-6

昼間 ２年 80 学校法人 ＩＧＬ学園
はき、柔整、歯衛、
介護

（２）
広島福祉専門学校
介護福祉科

安芸郡海田町大正町2-
27

昼間 ２年 76 学校法人 中川学園 社会、介護、精神

○　平成２５年４月１日から開設予定の施設（新規指定）及び定員の増減予定の施設 　→　なし

○　平成２５年４月１日の状況（見込み）

２７） 精神保健福祉士養成施設一覧

県　名 名             称 所     在     地
昼夜通
の別等

修業
年限

入学
定員

備　　考

岡山県
旭川荘厚生専門学院吉井川
キャンパス　精神保健福祉科

岡山市西大寺浜610
昼間

（一般）
１年 40

社会
福祉
法人

旭川荘 介護

広島県
広島医療保健専門学校
精神保健福祉学科

広島市安佐南区大塚東
3-2-1

昼間
（一般）

１年 40
学校
法人 古沢学園

理学、作業、製菓、
社会、介護

（２）
広島医療保健専門学校 精神保
健福祉学科（一般・通信課程）

通信
（一般）

1年
9ｶ月

90

広島医療保健専門学校 精神保
健福祉学科（短期・通信課程）

通信
（短期）

9ｶ月 90

広島福祉専門学校　精神保健
福祉士科短期通信コース

安芸郡海田町大正町2-
27

通信
（短期）

9ｶ月 40
学校
法人 中川学園 社会、介護、主事

○　平成２５年４月１日から開設予定の施設（新規指定）及び定員の増減予定の施設

岡山県
広島医療保健専門学校
精神保健福祉学科

広島市安佐南区大塚東
3-2-1

昼間
（一般）

 １年 38
学校
法人 古沢学園 定員減 40→38

○　平成２５年４月１日の状況（見込み）

平成２５年３月末現在

平成２5年３月末現在

施設数 課程数 入学定員

２施設 ２課程

注）指定した３施設の他、精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令に基づき、実習演習科目の確認を行った学校教育法に
　基づく学校（大学）が10施設（10課程）あり、Ｈ２４．４から本省より移管。

300
3

学2、福1

設    置    者

計 2施設 2課程

計

156

施設数 課程数 入学定員

3施設 5課程 298

３施設

設    置    者

2
学2

５課程

156

138



（参考資料２）　平成２４年度・定期指導調査（養成施設）の結果概要

文  書
指  導
施設数

文　書
指　導
件　数

口　頭
指　導
件　数

 救急救命士 1 0 － － －

 理学療法士 14 2 1 1 5 専任教員不足

 作業療法士 12 0 － － －

 視能訓練士 1 0 － － －

 臨床工学技士 1 0 － － －

 言語聴覚士 3 0 － － －

 はり師・きゅう師 3 1 1 1 0 授業時間不足の補講

 柔道整復師 4 0 － － －

 歯科衛生士 10 3 1 1 3 授業実施記録の不備

 歯科技工士 6 3 1 1 7 授業実施記録の不備

 保健師・助産師・看護師 49 7 2 3 8
合併授業の解消、授業時間不足の補
講、専任教員不足

 栄養士 11 3 2 6 2
変更届の未提出、授業実施記録等の
不備

 管理栄養士 14 2 1 2 6
専任教員の配置、授業時間不足の補
講

 調理師 16 4 1 1 5 変更承認申請の未提出

 理容師 9 2 1 2 9 変更承認、変更届の未提出

 美容師 18 4 2 3 13 変更承認、変更届の未提出

 製菓衛生師 12 4 4 8 7
変更届の未提出、授業実施記録の不
備、無資格教員による授業実施分の
補講

 食品衛生管理者 (監視員) 21 3 2 2 0 変更届の未提出

 指定保育士 46 9 1 1 29 変更届の未提出

 社会福祉士 5 1 1 2 3 教員体制の確保、変更届の未提出

 社会福祉士（科目確認大学等） 21 0 － － －

 介護福祉士（福祉系高校等を除く） 36 5 2 5 12
教員体制の確保、変更届の未提出、
教員欠勤授業分等の補講

 介護福祉士（福祉系高校等） 10 0 － － －

 社会福祉主事 2 0 － － －

 精神保健福祉士 3 0 － － －

 精神保健福祉士（科目確認大学等） 10 0 － － －

計 338 53 23 39 109

　（注）対象施設数は平成２４年４月１日現在。

改善指導

養成施設の種別
対   象
施設数

実   施
施設数

摘　　　　要
（文書指導の主な内容）
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平成２４年度実施分

県　名 名             称 所     在     地
実施
回数

修了
者数

実　　施　　者

鳥取県 ＹＭＣＡ米子医療福祉専門学校 米子市錦海町3-3-2 2 78 学校法人 広島ＹＭＣＡ学園

（３） 鳥取社会福祉専門学校 鳥取市気高町日光969-1 2 80 学校法人 小林学園

大阪医療秘書福祉専門学校鳥取校 鳥取市東品冶町102明治安田生命鳥取駅前ビル 6 46 学校法人 三幸学園

島根県 島根総合福祉専門学校 安来市広瀬町広瀬753-15 5 196 学校法人 広瀬学園

（２） トリニティカレッジ出雲医療福祉専門学校 出雲市西新町３－２３－１ 6 231 学校法人 木村学園

岡山県 旭川荘厚生専門学院 岡山市東区西大寺浜６１０ 8 238 社会福祉法人 旭川荘

（５） 岡山医療福祉専門学校 岡山市門田屋敷3-5-18 10 378 学校法人 ベル学園

新見公立短期大学 新見市西方１２６３－２ 1 23 公立大学法人 新見公立短期大学

美作大学短期大学部 津山市北園町50 2 44 学校法人 美作学園

大阪医療秘書福祉専門学校岡山教室 岡山市北区幸町8-29三井生命岡山ビル 32 148 学校法人 三幸学園

広島県 広島福祉専門学校 安芸郡海田町大正町2-27 10 392 学校法人 中川学園

（９） ＩＧＬ健康福祉専門学校 広島市安佐北区安佐町後山2415-6 6 118 学校法人 ＩＧＬ学園

福山福祉専門学校 福山市吉津町12-27 7 167 学校法人 英数学館

専門学校 福祉リソースカレッジ広島 広島県安芸郡府中町石井城1-10-15 5 88 学校法人 古沢学園

ヒューマンウェルフェア広島専門学校 広島市東区牛田新町3-15-38 10 283 学校法人 偕楽総合学園

尾道福祉専門学校 尾道市久保町1760-1 2 72 社会福祉法人 尾道さつき会

トリニティカレッジ広島医療福祉専門学校 広島市中区上幟町8-18 10 257 学校法人 木村学園

専門学校西広島福祉学院 広島市安佐南区大塚東3-6-1 6 137 学校法人 田方学園

大阪医療秘書福祉専門学校岡山教室 広島市南区大須賀町14-12第１ビル他 21 226 学校法人 三幸学園

山口県 宇部フロンティア大学 宇部市文京台２－１－１ 3 120 学校法人 香川学園

（６） 中村女子高等学校 山口市黒川1280-1 1 32 学校法人 山口中村学園

YIC看護福祉医療専門学校 防府市中央町1-8 4 156 学校法人 中央学院

下関福祉専門学校 下関市小月茶屋3-4-26 1 40 学校法人 下関学院

岩国ＹＭＣＡ国際医療福祉専門学校 岩国市麻里布町2-6-25 4 116 学校法人 広島ＹＭＣＡ学園

山口芸術短期大学 山口市小郡上郷1275 2 80 学校法人 宇部学園

（参考資料３）介護技術講習一覧

計 ２２実施者 166 3,746
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群番号 都道府県 施設番号 基幹型臨床研修病院 指定年月日 都道府県 施設番号 協力型臨床研修病院 指定年月日

0305953 鳥取県 030595 鳥取県立中央病院 2003/10/30 鳥取県 030596 鳥取市立病院 2003/10/30

鳥取県 030597 鳥取大学医学部附属病院 -/-/-
鳥取県 030598 鳥取県立厚生病院 2003/10/30

鳥取県 031003 鳥取生協病院 2003/10/30

鳥取県 031011 鳥取赤十字病院 2003/10/30

鳥取県 031861 特定・特別医療法人明和会医療福祉センター渡辺病院 2004/3/31

鳥取県 050026 独立行政法人国立病院機構鳥取医療センター 2005/9/14

鳥取県 056560 岩美町国民健康保険岩美病院 2005/9/14

鳥取県 056561 国民健康保険智頭病院 2005/9/14

0305963 鳥取県 030596 鳥取市立病院 2003/10/30 鳥取県 050026 独立行政法人国立病院機構鳥取医療センター 2005/9/14

岡山県 030619 岡山大学病院 -/-/-
鳥取県 030595 鳥取県立中央病院 2003/10/30

鳥取県 031011 鳥取赤十字病院 2003/10/30

鳥取県 031003 鳥取生協病院 2003/10/30

鳥取県 030597 鳥取大学医学部附属病院 -/-/-
0305979 鳥取県 030597 鳥取大学医学部附属病院 -/-/- 鳥取県 030595 鳥取県立中央病院 2003/10/30

鳥取県 030598 鳥取県立厚生病院 2003/10/30

鳥取県 030599 医療法人仁厚会医療福祉センター倉吉病院 2003/10/30

島根県 030600 松江市立病院 2003/10/30

島根県 030606 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター 2004/3/31

島根県 030790 益田赤十字病院 2003/10/27

鳥取県 030893 独立行政法人労働者健康福祉機構山陰労災病院 2003/10/30

鳥取県 031011 鳥取赤十字病院 2003/10/30

鳥取県 031861 特定・特別医療法人明和会医療福祉センター渡辺病院 2004/3/31

鳥取県 031868 医療法人勤誠会米子病院 2004/3/31

鳥取県 031869 医療法人同愛会博愛病院 2003/10/30

鳥取県 031870 社会福祉法人恩賜財団済生会支部鳥取県済生会境港総合病院 2003/10/30

鳥取県 031871 医療法人養和会養和病院 2004/3/31

鳥取県 031872 独立行政法人国立病院機構米子医療センター 2003/10/30

島根県 031874 特定特別医療法人昌林会安来第一病院 2004/3/31

鳥取県 050026 独立行政法人国立病院機構鳥取医療センター 2005/9/14

島根県 030602 島根県立中央病院 2004/3/31

島根県 030601 松江赤十字病院 2003/10/30

島根県 030604 総合病院松江生協病院 2003/10/30

兵庫県 030902 公立八鹿病院 2003/10/30

鳥取県 080025 鳥取県中部医師会立三朝温泉病院 2008/9/19

大阪府 030536 財団法人田附興風会医学研究所北野病院 2003/10/30

大阪府 030527 大阪市立総合医療センター 2003/11/19

京都府 035198 医療法人医誠会京都ﾙﾈｽ病院 2006/9/11

東京都 030240 独立行政法人国立病院機構災害医療センター 2003/10/30

0305979 鳥取大学医学部附属病院（つづき） 神奈川県 030281 藤沢市民病院 2003/10/27

兵庫県 031816 兵庫県災害医療センター 2003/10/30

静岡県 030391 浜松医療センター 2003/10/27

鳥取県 030596 鳥取市立病院 2003/10/30

鳥取県 031003 鳥取生協病院 2003/10/30

岡山県 030624 津山中央病院 2004/3/31

大阪府 030494 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会吹田病院 2003/10/30

島根県 030607 社会福祉法人恩賜財団島根県済生会江津総合病院 2005/9/14

0305981 鳥取県 030598 鳥取県立厚生病院 2003/10/30 鳥取県 030597 鳥取大学医学部附属病院 -/-/-
鳥取県 030599 医療法人仁厚会医療福祉センター倉吉病院 2003/10/30

鳥取県 031864 医療法人十字会野島病院 2003/10/30

0308932 鳥取県 030893 山陰労災病院 2003/10/30 鳥取県 030597 鳥取大学医学部附属病院 -/-/-
鳥取県 031869 博愛病院 2003/10/30

鳥取県 031870 社会福祉法人恩賜財団済生会支部鳥取県済生会境港総合病院 2003/10/30

鳥取県 031872 独立行政法人国立病院機構米子医療センター 2003/10/30

鳥取県 031868 医療法人勤誠会米子病院 2004/3/31

0310036 鳥取県 031003 鳥取生協病院 2003/10/30 鳥取県 030596 鳥取市立病院 2003/10/30

鳥取県 030597 鳥取大学医学部附属病院 -/-/-
鳥取県 030595 鳥取県立中央病院 2003/10/30

鳥取県 031011 鳥取赤十字病院 2003/10/30

広島県 030841 福島生協病院 2003/10/27

香川県 030843 高松平和病院 2003/11/28

○医事課
臨床研修病院群構成一覧（平成２５年度）

（平成25年3月31日現在）
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徳島県 030848 徳島健生病院 2003/10/30

愛媛県 030856 愛媛生協病院 2004/3/31

山口県 031045 宇部協立病院 2003/10/27

高知県 040009 高知生協病院 2004/10/1

岡山県 030615 岡山協立病院 2003/10/27

大阪府 030517 社会医療法人同仁会　耳原総合病院 2003/10/30

0310114 鳥取県 031011 鳥取赤十字病院 2003/10/30 鳥取県 030597 鳥取大学医学部附属病院 -/-/-
鳥取県 050026 独立行政法人国立病院機構鳥取医療センター 2005/9/14

鳥取県 030595 鳥取県立中央病院 2003/10/30

鳥取県 030596 鳥取市立病院 2003/10/30

鳥取県 031003 鳥取生協病院 2003/10/30

高知県 030966 高知生協病院 2004/10/1

岐阜県 030366 高山赤十字病院 1981/2/6
0318720 鳥取県 031872 独立行政法人国立病院機構 2010/09/00 鳥取県 030597 鳥取大学医学部附属病院 -/-/-

米子医療センター 鳥取県 031869 医療法人博愛会博愛病院 2003/10/30

鳥取県 031868 医療法人勤誠会米子病院 2004/3/31

0306004 島根県 030600 松江市立病院 2003/10/30 鳥取県 030597 鳥取大学医学部附属病院 -/-/-
島根県 030601 松江赤十字病院 2003/10/30

島根県 030603 島根大学医学部附属病院 -/-/-
0306012 島根県 030601 松江赤十字病院 2003/10/30 島根県 030603 島根大学医学部附属病院 -/-/-

鳥取県 030597 鳥取大学医学部附属病院 -/-/-
島根県 030790 益田赤十字病院 2003/10/27

0306020 島根県 030602 島根県立中央病院 2004/3/31 京都府 030482 京都大学医学部附属病院 -/-/-
0306038 島根県 030603 島根大学医学部附属病院 -/-/- 島根県 030600 松江市立病院 2003/10/30

島根県 030602 島根県立中央病院 2004/3/31

島根県 030606 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター 2004/3/31

島根県 030988 大田市立病院 2003/10/27

島根県 056524 公立邑智病院 2006/9/11

島根県 031090 公立雲南総合病院 2003/10/27

島根県 030790 益田赤十字病院 2003/10/27

島根県 031879 医療法人正光会　松ヶ丘病院 2003/10/27

東京都 030187 国立大学法人　東京医科歯科大学医学部附属病院 -/-/-
島根県 030601 松江赤十字病院 2003/10/30

島根県 030607 島根県済生会江津総合病院 2005/9/14

茨城県 031043 茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院水戸協同病院 2003/11/19

広島県 030626 県立広島病院 2004/3/31

千葉県 030156 順天堂大学医学部附属浦安病院 -/-/-
奈良県 030586 奈良県立医科大学附属病院 -/-/-
鹿児島県 031123 医療法人愛心会大隅鹿屋病院 2003/11/19

東京都 030233 青梅市立総合病院 2003/10/30

京都府 030485 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院 2003/10/30

鹿児島県 030739 鹿児島市立病院 2003/10/30

大阪府 031780 大阪府立母子保健総合医療センター 2003/11/28

島根県 030604 総合病院松江生協病院 2003/10/30

島根県 030605 出雲市民病院 2003/10/30

島根県 096350 出雲市民リハビリテーション病院 2012/9/7
0306043 島根県 030604 総合病院松江生協病院 2003/10/30 島根県 030600 松江市立病院 2003/10/30

島根県 030605 出雲市民病院 2003/10/30

島根県 030603 島根大学医学部附属病院 -/-/-
島根県 030601 松江赤十字病院 2003/10/30

島根県 096350 出雲市民リハビリテーション病院 2012/9/7
山口県 031045 宇部協立病院 2003/10/27

高知県 040009 高知生協病院 2004/10/1

0306062 島根県 030606 独立行政法人国立病院機構　 2004/3/31 島根県 030607 社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部　島根県済生会江津総合病院 2003/10/27

浜田医療センター 島根県 030608 医療法人社団清和会西川病院 2003/4/1
島根県 056524 公立邑智病院 2006/9/11

島根県 030790 益田赤十字病院 2003/10/27

山口県 030648 山口大学医学部附属病院 -/-/-
島根県 030603 島根大学医学部附属病院 -/-/-
鳥取県 030597 鳥取大学医学部附属病院 -/-/-
広島県 030633 広島大学病院 -/-/-
東京都 030196 独立行政法人国立病院機構　東京医療センター 1971/4/1
島根県 030601 松江赤十字病院 2003/10/30

0307904 島根県 030790 益田赤十字病院 2003/10/27 島根県 031879 医療法人正光会　松ヶ丘病院 2003/10/27

島根県 030603 島根大学医学部附属病院 -/-/-
島根県 030601 松江赤十字病院 2003/10/30
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島根県 030606 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター 2004/3/31

0306092 岡山県 030609 独立行政法人国立病院機構 2003/10/30 岡山県 030618 岡山県精神科医療センター 2003/9/1
岡山医療センター 岡山県 031890 独立行政法人国立病院機構　南岡山医療センター 2003/10/30

岡山県 030619 岡山大学病院 -/-/-
広島県 030643 尾道市立市民病院 2003/9/1
岡山県 031911 医療法人社団緑壮会金田病院 2004/3/31

0306101 岡山県 030610 独立行政法人労働者健康福祉機構岡山労災病院 2003/10/1 岡山県 030616 財団法人慈圭会慈圭病院 2003/10/1

0306111 岡山県 030611 総合病院岡山市立市民病院 2000/3/31 岡山県 030618 岡山県精神科医療センター 2003/9/1
0306123 岡山県 030612 総合病院岡山赤十字病院 2003/9/1 岡山県 030618 岡山県精神科医療センター 2003/9/1

岡山県 040035 真庭市立国民健康保険 湯原温泉病院 2004/10/1

岡山県 030619 岡山大学病院 -/-/-
岡山県 060035 美作市立大原病院 2006/9/11

岡山県 080026 高梁市国民健康保険成羽病院 2008/9/19

0306135 岡山県 030613 岡山済生会総合病院 2003/10/30 岡山県 030616 財団法人慈圭会慈圭病院 2003/10/1

岡山県 031888 赤磐市立赤磐市民病院 2003/10/30

岡山県 031892 財団法人　河田病院 2003/10/27

岡山県 031894 赤磐医師会病院 2004/3/31

岡山県 031897 特定医療法人社団十全会心臓病センター榊原病院 2003/10/30

岡山県 040032 医療法人清梁会高梁中央病院 2004/10/1

岡山県 034657 鏡野町国民健康保険病院 2006/9/11

岡山県 040035 真庭市立国民健康保険 湯原温泉病院 2004/10/1

岡山県 031889 備前市国民健康保険市立備前病院 2004/3/31

岡山県 060035 美作市立大原病院 2006/9/11

岡山県 060036 済生会吉備病院 2006/9/11

岡山県 030619 岡山大学病院 -/-/-
岡山県 030618 岡山県精神科医療センター 2003/9/1
岡山県 070028 医療法人　岡村一心堂病院 2007/9/13

岡山県 030624 津山中央病院 2004/3/31

0306141 岡山県 030614 川崎医科大学附属川崎病院 2003/11/28 岡山県 030616 財団法人慈圭会慈圭病院 2003/10/1

岡山県 030622 川崎医科大学附属病院 -/-/-
岡山県 030624 津山中央病院 2004/3/31

0306152 岡山県 030615 総合病院岡山協立病院 2003/10/27 岡山県 030617 林道倫精神科神経科病院 2003/10/27

岡山県 030796 倉敷成人病センター 2003/10/27

愛媛県 030856 愛媛生協病院 2004/3/31

高知県 040009 高知生協病院 2004/10/1

徳島県 030848 徳島健生病院 2003/10/30

香川県 030843 高松平和病院 2003/11/28

山口県 031045 宇部協立病院 2003/10/27

0306199 岡山県 030619 岡山大学病院 -/-/- 兵庫県 030570 姫路赤十字病院 1995/4/1
兵庫県 030571 医療法人恵風会高岡病院 2003/10/1

兵庫県 030578 医療法人財団姫路聖マリア会総合病院姫路聖マリア病院 2004/3/31

鳥取県 030596 鳥取市立病院 2003/10/30

岡山県 030609 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 2003/10/30

岡山県 030610 独立行政法人労働者健康福祉機構岡山労災病院 2003/10/1

岡山県 030611 総合病院岡山市立市民病院 2000/3/31

岡山県 030612 総合病院岡山赤十字病院 2003/9/1
岡山県 030613 岡山済生会総合病院 2003/10/30

岡山県 030614 川崎医科大学附属川崎病院 2003/11/28

岡山県 030616 財団法人慈圭会慈圭病院 2003/10/1

岡山県 030618 独立行政法人岡山県精神科医療センター 2003/9/1
岡山県 030621 総合病院水島協同病院 2003/10/27

岡山県 030624 津山中央病院 2004/3/31

岡山県 030625 財団法人江原積善会積善病院 2003/10/30

0306199 岡山大学病院（つづき） 広島県 030627 広島市立広島市民病院 1977/1/18

広島県 030638 国家公務員共済組合連合会呉共済病院 2003/10/27

広島県 030639 独立行政法人国立病院機構福山医療センター 1981/2/6
広島県 030640 特定医療法人里仁会　興生総合病院 2003/10/30

広島県 030643 尾道市立市民病院 2003/9/1
広島県 030644 福山市民病院 2004/3/31

山口県 030646 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター 1978/3/14

山口県 030657 独立行政法人国立病院機構　山口宇部医療センター 2003/4/1
香川県 030665 香川県立中央病院 1973/11/1

香川県 030669 労働者健康福祉機構香川労災病院 2004/3/31

香川県 030673 三豊総合病院 2004/3/31

愛媛県 030674 愛媛県立中央病院 2003/11/19

愛媛県 030675 松山赤十字病院 2003/11/28
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愛媛県 030678 財団法人永頼会松山市民病院 2003/10/30

岡山県 030796 倉敷成人病センター 2003/10/1

兵庫県 030839 医療法人伯鳳会　赤穂中央病院 2003/10/1

広島県 030960 日本鋼管福山病院 2003/10/30

愛媛県 030976 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院 2003/10/30

兵庫県 030978 神戸掖済会病院 2003/10/30

岡山県 030990 総合病院玉野市立玉野市民病院 2003/10/30

岡山県 031030 医療法人水和会　総合病院水島中央病院 2003/10/27

愛媛県 031041 住友別子病院 2003/11/19

広島県 031115 総合病院三原赤十字病院 2003/10/30

広島県 031119 公立学校共済組合中国中央病院 2003/10/30

兵庫県 031839 医療法人千水会　赤穂仁泉病院 2003/10/1

岡山県 031884 医療法人愛善会　由良病院 2003/10/30

岡山県 031887 医療法人社団良友会　山陽病院 2004/3/31

岡山県 031893 財団法人操風会　岡山旭東病院 2004/3/31

岡山県 031895 特定医療法人　万成病院 2003/10/1

岡山県 031899 医療法人社団新風会　玉島中央病院 2004/3/31

岡山県 031900 医療法人社団同仁会　金光病院 2004/3/31

岡山県 031904 医療法人和香会倉敷広済病院 2009/9/24

岡山県 031906 財団法人淳風会　倉敷第一病院 2004/3/31

岡山県 031910 総合病院落合病院 2004/3/31

岡山県 031911 医療法人社団緑壮会　金田病院 2004/3/31

広島県 031939 特定医療法人祥和会脳神経センター大田記念病院 2003/10/30

広島県 031940 府中市立湯が丘病院 2003/10/30

香川県 031971 土庄町国民健康保険土庄中央病院 2009/9/24

香川県 031977 香川県厚生農業協同組合連合会　屋島総合病院 2004/3/31

香川県 031981 KKR高松病院 2004/3/31

0306199 岡山大学病院（つづき） 香川県 031984 医療法人社団三愛会三船病院 2004/3/31

北海道 032430 小清水赤十字病院 2007/9/13

愛媛県 035104 医療法人十全会十全第二病院 2004/10/1

高知県 040012 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 2005/2/26

岡山県 040032 医療法人清梁会高梁中央病院 2004/10/1

岡山県 040035 真庭市国民健康保険　湯原温泉病院 2004/10/1

岡山県 060034 医療法人水和会　倉敷リハビリテーション病院 2006/9/11

岡山県 060054 医療法人社団清和会　笠岡第一病院 2006/9/11

岡山県 070028 医療法人　岡村一心堂病院 2007/9/13

岡山県 070042 矢掛町国民健康保険病院 2007/9/13

岡山県 080026 高梁市国民健康保険成羽病院 2008/9/19

鳥取県 080027 岡山大学病院三朝医療センター -/-/-
岡山県 086080 ももの里病院 2009/9/24

岡山県 090056 医療法人淳和会長谷川紀念病院 2009/9/24

岡山県 090057 医療法人創和会しげい病院 2009/9/24

岡山県 090070 医療法人社団高見徳風会希望ヶ丘ホスピタル 2009/9/24

岡山県 090058 社会医療法人光生病院 2009/9/24

岡山県 090059 医療法人社団井口会向陽台病院 2009/9/24

岡山県 090060 医療法人真生会新見中央病院 2009/9/24

岡山県 090061 医療法人梁風会高梁病院 2009/9/24

岡山県 090062 倉敷紀念病院 2009/9/24

広島県 090063 特別医療法人平野同仁会総合病院　津山第一病院 2009/9/24

広島県 090064 広島逓信病院 2009/9/24

岡山県 090065 まきび病院 2009/9/24

岡山県 090066 渡辺胃腸科外科病院 2009/9/24

岡山県 090067 渡辺病院 2009/9/24

高知県 030866 社会医療法人近森会　近森病院 2003/10/30

広島県 030630 広島赤十字・原爆病院 2003/10/30

岡山県 030620 財団法人倉敷中央病院 1971/4/1
兵庫県 030558 神戸市立医療センター西市民病院 2001/3/30

広島県 030992 福山第一病院 2003/11/28

香川県 030667 高松赤十字病院 2003/10/30

0306201 岡山県 030620 倉敷中央病院 1971/4/1 岡山県 030616 財団法人慈圭会慈圭病院 2003/10/1

岡山県 030618 岡山県精神科医療センター 2003/9/1
0306214 岡山県 030621 総合病院水島協同病院 2003/10/27 岡山県 030617 林道倫精神科神経科病院 2003/10/27

岡山県 030796 倉敷成人病センター 2003/10/1

香川県 030843 高松平和病院 2003/11/28

徳島県 030848 徳島健生病院 2003/10/30

山口県 031045 宇部協立病院 2003/10/27
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高知県 040009 高知生協病院 2004/10/1

0306225 岡山県 030622 川崎医科大学附属病院 -/-/- 岡山県 030609 独立行政法人　国立病院機構岡山医療センター 2003/10/30

岡山県 030614 川崎医科大学附属川崎病院 2003/11/28

岡山県 030616 財団法人慈圭会　慈圭病院 2003/10/1

岡山県 030796 財団法人　倉敷成人病センター 2003/10/1

兵庫県 030839 医療法人伯鳳会　赤穂中央病院 2003/10/1

広島県 030912 尾道市公立みつぎ総合病院 2003/10/30

岡山県 030964 特定医療法人鴻仁会　岡山中央病院 2003/10/30

岡山県 031030 特定医療法人水和会　総合病院水島中央病院 2003/10/27

岡山県 031883 医療法人創和会　重井医学研究所附属病院 2004/3/31

岡山県 031895 特定医療法人　万成病院 2003/10/1

岡山県 031899 医療法人社団新風会　玉島中央病院 2004/3/31

岡山県 031900 医療法人社団同仁会　金光病院 2004/3/31

岡山県 031909 特定医療法人美甘会　勝山病院 2004/3/31

岡山県 031911 医療法人社団緑壮会　金田病院 2004/3/31

岡山県 031912 医療法人　さとう記念病院 2004/3/31

岡山県 040032 医療法人清梁会　高梁中央病院 2004/3/31

岡山県 031906 財団法人淳風会　倉敷第一病院 2004/10/1

岡山県 031910 医療法人社団井口会　総合病院落合病院 2004/3/31

岡山県 060054 医療法人社団清和会　笠岡第一病院 2004/3/31

岡山県 070042 矢掛町国民健康保険病院 2007/9/13

岡山県 030613 岡山済生会総合病院 2003/10/30

岡山県 030624 津山中央病院 2004/3/31

広島県 116220 寺岡記念病院 2012/9/7
0306243 岡山県 030624 津山中央病院 2004/3/31 岡山県 030625 財団法人江原積善会積善病院 2003/4/1

岡山県 031911 医療法人社団緑壮会金田病院 2004/3/31

岡山県 034657 鏡野町国民健康保険病院 2006/9/11

岡山県 060032 津山中央記念病院 2006/9/11

岡山県 060035 美作市立大原病院 2006/9/11

岡山県 090069 医療法人東浩会石川病院 2009/9/24

岡山県 090070 医療法人社団高見徳風会希望ヶ丘ホスピタル 2009/9/24

岡山県 090071 医療法人清風会日本原病院 2009/9/24

岡山県 090072 財団法人共愛会芳野病院 2009/9/24

0307963 岡山県 030796 倉敷成人病センター 2003/10/1 岡山県 031895 医療法人　万成病院 2003/10/1

岡山県 060033 まび記念病院 2006/9/11

岡山県 031030 医療法人水和会　総合病院水島中央病院 2003/10/27

岡山県 030622 川崎医科大学附属病院 -/-/-
岡山県 030620 倉敷中央病院 1971/4/1

0309643 岡山県 030964 特定医療法人鴻仁会　 2003/10/30 岡山県 030609 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 2003/10/30

岡山中央病院 岡山県 030612 総合病院岡山赤十字病院 2003/9/1
岡山県 031892 財団法人　河田病院 2003/10/27

岡山県 031896 特定医療法人鴻仁会　岡山中央奉還町病院 2003/10/30

岡山県 030619 岡山大学病院 -/-/-
岡山県 030622 川崎医科大学附属病院 -/-/-
岡山県 031890 独立行政法人国立病院機構　南岡山医療センター 2003/10/30

岡山県 031893 財団法人操風会　岡山旭東病院 2004/3/31

沖縄県 031016 特定医療法人仁愛会　浦添総合病院 2003/10/30

0310303 岡山県 031030 医療法人水和会　 2003/10/27 岡山県 030796 倉敷成人病センター 2003/10/1

総合病院水島中央病院 岡山県 031892 財団法人河田病院 2003/10/27

岡山県 060034 医療法人水和会　倉敷リハビリテーション病院 2006/9/11

岡山県 031897 特定医療法人社団十全会心臓病センター榊原病院 2003/10/30

0306260 広島県 030626 県立広島病院 2004/3/31 - - - -/-/-
0306270 広島県 030627 広島市立広島市民病院 1977/1/18 - - - -/-/-
0306280 広島県 030628 広島市立安佐市民病院 1985/3/13 - - - -/-/-
0306290 広島県 030629 広島鉄道病院 1971/4/1 広島県 030626 県立広島病院 2004/3/31

0306301 広島県 030630 広島赤十字・原爆病院 2003/10/30 広島県 031914 医療法人せのがわ　瀬野川病院 2003/10/30

0306311 広島県 030631 医療法人あかね会土谷総合病院 1998/4/1 広島県 031914 医療法人せのがわ　瀬野川病院 2003/10/30

広島県 031923 医療法人社団おると会　浜脇整形外科病院 2012/9/7
0306321 広島県 030632 マツダ病院 1998/4/1 広島県 031914 医療法人せのがわ　瀬野川病院 2003/10/30

広島県 031922 中国電力株式会社中電病院 2004/3/31

0306339 広島県 030633 広島大学病院 -/-/- 広島県 030626 県立広島病院 2004/3/31

広島県 030635 独立行政法人国立病院機構賀茂精神医療センター 2003/10/1

広島県 030641 広島県厚生農業協同組合連合会　尾道総合病院 2003/10/30

広島県 030912 公立みつぎ総合病院 2003/10/30

広島県 030989 国家公務員共済組合連合会　広島記念病院 2003/10/30

広島県 031919 国家公務員共済組合連合会　吉島病院 2004/3/31
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広島県 031920 広島市立舟入病院 2004/3/31

広島県 031921 済生会広島病院 2004/3/31

広島県 031922 中国電力株式会社中電病院 2004/3/31

広島県 031930 県立身体障害者リハビリテーションセンター医療センター 2004/3/31

広島県 031941 府中市立府中北市民病院 2004/3/31

広島県 030761 医療法人大慈会三原病院 2003/9/1
広島県 030637 独立行政法人労働者健康福祉機構中国労災病院 1984/3/30

広島県 030642 市立三次中央病院 2000/3/31

広島県 031942 総合病院庄原赤十字病院 2004/3/31

広島県 031929 済生会呉病院 2004/3/31

広島県 030631 医療法人あかね会土谷総合病院 1998/4/1
広島県 031928 呉市医師会病院 2004/3/31

0306339 広島大学病院（つづき） 広島県 080028 公立世羅中央病院 2008/9/19

広島県 034071 医療法人社団和恒会ふたば病院 2008/9/19

広島県 100007 医療法人和風会広島第一病院 2003/10/30

広島県 110023 医療法人社団一陽会　原田病院 2011/9/14

広島県 030628 広島市立安佐市民病院 1985/3/13

広島県 031939 社会医療法人祥和会　脳神経センター大田記念病院 2003/10/30

広島県 120007 広島市総合リハビリテーションセンター 2012/9/7
0306342 広島県 030634 廣島総合病院 2003/10/30 広島県 031915 医療法人社団　更生会　草津病院 2003/10/27

広島県 031924 メープルヒル病院 2003/10/30

広島県 031926 養神館病院 2003/10/30

広島県 031925 独立行政法人国立病院機構広島西医療センター 2003/10/1

0306360 広島県 030636  独立行政法人国立病院機構　呉医療センター 1971/4/1 - - - -/-/-
0306371 広島県 030637 独立行政法人労働者健康福祉機構 1984/3/30 広島県 034071 医療法人社団　和恒会　ふたば病院 2008/9/19

中国労災病院 広島県 030638 国家公務員共済組合連合会呉共済病院 2003/10/27

0306384 広島県 030638 国家公務員共済組合連合会 2003/10/27 広島県 031927 医療法人緑風会　ほうゆう病院 2003/10/27

呉共済病院 広島県 030989 国家公務員共済組合連合会　広島記念病院 2003/10/30

東京都 030176 国家公務員共済組合連合会　虎の門病院 2003/10/30

広島県 030637 中国労災病院 1984/3/30

広島県 031920 広島市立舟入病院 2004/3/31

0306391 広島県 030639  独立行政法人国立病院機構福山医療センター 1981/2/6 岡山県 031890 独立行政法人国立病院機構南岡山医療センタ－ 2003/10/30

0306401 広島県 030640  特定医療法人里仁会　興生総合病院 2003/10/30 広島県 031932 医療法人仁康会　小泉病院 2003/10/30

0306411 広島県 030641 広島県厚生農業協同組合 2003/10/30 広島県 030761 医療法人大慈会三原病院 2003/9/1
連合会尾道総合病院 広島県 030912 公立みつぎ総合病院 2003/10/30

0306422 広島県 030642 市立三次中央病院 2000/3/31 広島県 030626 県立広島病院 2004/3/31

広島県 031050 広島県厚生農業協同組合連合会　吉田総合病院 2003/10/30

0306433 広島県 030643 尾道市立市民病院 2003/9/1 広島県 031940 府中市立湯が丘病院 2003/10/30

広島県 030912 公立みつぎ総合病院 2003/10/30

0306444 広島県 030644 福山市民病院 2004/3/31 広島県 030645 医療法人大林会福山こころの病院 2003/10/30

岡山県 030618 岡山県精神科医療センター 2003/9/1
0308344 広島県 030834 広島医療生活協同組合　 2003/10/27 広島県 031916 医療法人社団仁和会　児玉病院 2003/10/27

広島共立病院 広島県 030629 広島鉄道病院 1971/4/1
広島県 031917 翠清会梶川病院 2005/9/14

広島県 030841 広島中央保健生活協同組合　総合病院福島生協病院 2003/10/27

徳島県 030848 徳島健生病院 2003/10/30

山口県 031045 宇部協立病院 2003/10/27

高知県 040009 高知生協病院 2004/10/1

0308414 広島県 030841 広島中央保健生活協同組合 2003/10/27 広島県 031915 医療法人社団　更生会　草津病院 2003/10/27

総合病院福島生協病院 広島県 031917 翠清会梶川病院 2005/9/14

広島県 030629 広島鉄道病院 1971/4/1
広島県 030834 広島医療生活協同組合　広島共立病院 2003/10/27

広島県 060038 生協さえき病院 2006/9/11

広島県 031920 広島市立舟入病院 2004/3/31

山口県 031045 宇部協立病院 2003/10/27

0308842 広島県 030884 独立行政法人国立病院機構 2003/10/1 広島県 030635 独立行政法人国立病院機構賀茂精神医療センター 2003/10/1

東広島医療センター 広島県 031925 独立行政法人国立病院機構広島西医療センター 2003/10/1

広島県 030636 独立行政法人　国立病院機構　呉医療センター　 1971/4/1
0309121 広島県 030912 公立みつぎ総合病院 2003/10/30 広島県 030641 広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院 2003/10/30

広島県 031940 府中市立湯が丘病院 2003/10/30

0309602 広島県 030960 日本鋼管福山病院 2003/10/30 広島県 031935 医療法人紘友会　福山友愛病院 2003/10/30

広島県 031939 医療法人祥和会　脳神経センター大田記念病院 2003/10/30

広島県 060037 医療法人財団竹政会　福山循環器病院 2006/9/11

0309923 広島県 030992 医療法人叙叙会　福山第一病院 2003/11/28 広島県 030960 日本鋼管福山病院 2003/10/30

北海道 031135 秋山記念病院 2003/11/28

広島県 031935 医療法人紘友会　福山友愛病院 2003/10/30
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0311193 広島県 031119 公立学校共済組合中国中央病院 2003/10/30 広島県 030645 医療法人大林会福山こころの病院 2003/10/30

広島県 031937 医療法人社団玄同会　小畠病院 2003/10/30

広島県 031939 特定医療法人祥和会脳神経センター大田記念病院 2003/10/30

広島県 033637 医療法人社団緑誠会　光の丘病院 2006/9/11

広島県 060037 特定医療法人財団竹政会　福山循環器病院 2006/9/11

広島県 031935 医療法人紘友会　福山友愛病院 2003/10/30

0319251 広島県 031925 独立行政法人国立病院機構 2003/10/1 山口県 030646 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター 1978/3/14

広島西医療センター 広島県 030635 独立行政法人国立病院機構賀茂精神医療センター 2003/10/1

広島県 030634 広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院 2003/10/30

0306462 山口県 030646 独立行政法人国立病院機構 1978/3/14 広島県 031925 独立行政法人国立病院機構広島西医療センター 2003/10/1

岩国医療センター 山口県 040026 独立行政法人国立病院機構　柳井病院 2004/10/1

0306473 山口県 030647 山口県立総合医療センター 2003/10/30 山口県 030658 山口県立こころの医療センター 2003/10/30

山口県 031943 岩国市立錦中央病院 2003/10/30

山口県 031944 財団法人防府消化器病センター防府胃腸病院 2003/10/30

山口県 031946 岩国市立美和病院 2003/10/30

山口県 031948 医療法人清和会　吉南病院 2003/10/30

山口県 030656 宇部興産株式会社中央病院 2003/10/27

山口県 030648 山口大学医学部附属病院 -/-/-
0306485 山口県 030648 山口大学医学部附属病院 -/-/- 東京都 030200 東京都立松沢病院 2003/10/30

神奈川県 030296 北里大学病院 -/-/-
島根県 030606 独立行政法人国立病院機構　浜田医療センター 2004/3/31

山口県 030647 山口県立総合医療センター 2003/10/30

山口県 030649 独立行政法人国立病院機構関門医療センター 2003/10/30

山口県 030650 下関市立市民病院 2004/3/31

山口県 030652 独立行政法人労働者健康福祉機構　山口労災病院 2004/3/31

山口県 030653 綜合病院社会保険徳山中央病院 2004/3/31

山口県 030655 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院 2003/10/27

山口県 030656 宇部興産株式会社中央病院 2003/10/27

山口県 030659 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院 2004/3/31

愛媛県 030677 独立行政法人労働者健康福祉機構　愛媛労災病院 2003/4/1
福岡県 030706 北九州市立医療センター 2003/10/30

福岡県 030709 健和会大手町病院 2004/10/1

福岡県 030710 北九州総合病院 2004/3/31

沖縄県 030760 社会医療法人かりゆし会　ハートライフ病院 2003/10/30

山口県 030973 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会山口総合病院 2003/10/27

沖縄県 031049 沖縄赤十字病院 2003/10/30

山口県 031950 社会保険　下関厚生病院 2004/3/31

福岡県 040010 財団法人　平成紫川会　社会保険　小倉記念病院 2004/10/1

山口県 040030 山口県厚生農業協同組合連合会小郡第一総合病院 2004/10/1

山口県 060055 綜合病院山口赤十字病院 2006/9/11

大阪府 090055 国立循環器病研究センター 2009/9/24

山口県 030646 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター 1978/3/14

山口県 030657 独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター 2004/3/31

山口県 096300 下関市立豊浦病院 2012/9/7
0306492 山口県 030649 独立行政法人国立病院機構　 2003/10/30 山口県 031949 医療法人社団松涛会安岡病院 2003/10/30

関門医療センター 山口県 031951 医療法人山陽会長門一ノ宮病院 2003/10/27

福岡県 030703 独立行政法人国立病院機構　小倉医療センター 2003/10/27

香川県 030671 独立行政法人国立病院機構　香川小児病院 2003/10/27

0306521 山口県 030652  独立行政法人労働者健康福祉機構山口労災病院 2004/3/31 山口県 030648 山口大学医学部附属病院 -/-/-
0306532 山口県 030653 社団法人全国社会保険協会連合会 2004/3/31 山口県 030654 医療法人社団愛命会泉原病院 2003/4/1

綜合病院社会保険徳山中央病院 山口県 030648 山口大学医学部附属病院 -/-/-
0306552 山口県 030655 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 2003/10/27 山口県 030651 医療法人水の木会下関病院 1992/4/1

山口県済生会下関総合病院 山口県 030648 山口大学医学部附属病院 -/-/-
0306563 山口県 030656 宇部興産株式会社中央病院 2003/10/27 山口県 030657 独立行政法人国立病院機構　山口宇部医療センター 2003/4/1

山口県 030658 山口県立こころの医療センター 2003/10/30

山口県 030647 山口県立総合医療センター 2003/10/30

山口県 031045 医療生活協同組合健文会宇部協立病院 2003/10/27

山口県 030648 山口大学医学部附属病院 -/-/-
香川県 030667 高松赤十字病院 2003/10/30

山口県 120008 岩国みなみ病院 2012/9/7
0306591 山口県 030659  山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院 2004/3/31 山口県 030660 医療法人恵愛会柳井病院 2003/4/1
0309735 山口県 030973 社会福祉法人恩賜財団 2003/10/27 山口県 031945 医療法人　仁保病院 2003/10/27

済生会支部山口県済生会 山口県 060055 綜合病院山口赤十字病院 2006/9/11

山口総合病院 山口県 030648 山口大学医学部附属病院 -/-/-
山口県 040030 山口県厚生農業協同組合連合会小郡第一総合病院 2004/10/1

福岡県 030711 産業医科大学病院 -/-/-
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0310452 山口県 031045 医療生活協同組合健文会　 2003/10/27 山口県 030655 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院 2003/10/27

宇部協立病院 山口県 030656 宇部興産株式会社中央病院 2003/10/27

山口県 031951 医療法人山陽会長門一ノ宮病院 2003/10/27

山口県 030648 山口大学医学部附属病院 -/-/-
0400302 山口県 040030 山口県厚生農業協同組合連合会 2004/10/1 山口県 031948 医療法人清和会　吉南病院 2003/10/30

小郡第一総合病院 山口県 030973 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会山口総合病院 2003/10/27

山口県 030647 山口県立総合医療センター 2003/10/30

山口県 030648 山口大学医学部附属病院 -/-/-
0600553 山口県 060055 綜合病院山口赤十字病院 2006/9/11 山口県 031945 医療法人　仁保病院 2003/10/27

山口県 031045 医療生活協同組合健文会宇部協立病院 2003/10/27

山口県 030648 山口大学医学部附属病院 -/-/-
和歌山県 030587 日本赤十字社和歌山医療センター 2004/3/31

0319502 山口県 031950 社会保険下関厚生病院 2004/3/31 山口県 030655 山口県済生会下関総合病院 2003/10/27

山口県 030651 医療法人　水の木会 下関病院 1992/4/1
山口県 030648 山口大学医学部附属病院 -/-/-

0306501 山口県 030650 下関市立市民病院 2011/09/00 山口県 030651 医療法人　水の木会 下関病院 1992/4/1
0306610 徳島県 030661 徳島県立中央病院 2004/3/31 徳島県 030662 徳島大学病院 -/-/-
0306621 徳島県 030662 徳島大学病院 -/-/- 北海道 030034 医療法人育愛会札幌東豊病院 2003/4/1

東京都 030176 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 2003/10/30

東京都 030183 日本医科大学付属病院 -/-/-
東京都 030191 NTT東日本関東病院 2003/10/27

東京都 030219 財団法人癌研究会有明病院 2004/3/31

静岡県 030392 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 2003/10/30

大阪府 030525 独立行政法人国立病院機構　大阪医療センター 2003/10/30

兵庫県 030561 兵庫県立尼崎病院 2003/10/30

和歌山県 030587 日本赤十字社和歌山医療センター 2004/3/31

0306621 徳島大学病院（つづき） 岡山県 030622 川崎医科大学附属病院 -/-/-
徳島県 030661 徳島県立中央病院 2004/3/31

徳島県 030663 健康保険鳴門病院 2003/11/28

徳島県 030664 徳島赤十字病院 2004/3/31

香川県 030667 高松赤十字病院 2004/3/31

香川県 030668 高松市民病院 2004/3/31

香川県 030671 独立行政法人国立病院機構香川小児病院 2003/10/27

香川県 030672 独立行政法人国立病院機構 善通寺病院 2003/10/27

香川県 030673 三豊総合病院 2004/3/31

愛媛県 030674 愛媛県立中央病院 2003/11/19

愛媛県 030675 松山赤十字病院 2003/11/28

愛媛県 030676 愛媛大学医学部附属病院 -/-/-
福岡県 030692 福岡県済生会福岡総合病院 2002/4/1
愛媛県 030768 医療法人　綮愛会　石川病院 2003/9/1
高知県 030827 公立学校共済組合四国中央病院 2003/9/1
高知県 030933 高知県厚生農業協同組合連合会　JA高知病院 2003/11/28

徳島県 030954 徳島市民病院 2003/10/30

高知県 030966 高知赤十字病院 2003/11/19

北海道 030969 社会医療法人母恋天使病院 2003/11/28

高知県 030974 独立行政法人国立病院機構高知病院 2003/11/19

埼玉県 030998 医療法人社団協友会　東大宮総合病院 2003/11/28

沖縄県 031016 特定医療法人仁愛会　浦添総合病院 2003/10/30

北海道 031107 KKR札幌医療センター　斗南病院 2003/11/28

北海道 031138 医療法人社団　五稜会病院 2003/10/30

大阪府 031780 大阪府立母子保健総合医療センター 2003/11/28

徳島県 031953 医療法人有誠会　手束病院 2004/3/31

徳島県 031955 医療法人倚山会　田岡病院 2004/3/31

徳島県 031956 独立行政法人国立病院機構　東徳島医療センター 2004/3/31

徳島県 031957 水の都記念病院 2004/3/31

徳島県 031960 JA徳島厚生連　阿波病院 2004/3/31

徳島県 031961 JA徳島厚生連　麻植協同病院 2004/3/31

徳島県 031962 阿南医師会中央病院 2004/3/31

徳島県 031963 阿南共栄病院 2004/3/31

徳島県 031964 徳島県立海部病院 2004/3/31

愛媛県 031965 ホウエツ病院 2004/3/31

徳島県 031967 徳島県立三好病院 2004/3/31

香川県 031970 香川県立白鳥病院 2004/3/31

香川県 031977 香川県厚生農業協同組合連合会　屋島総合病院 2004/3/31

愛媛県 032000 愛媛県立今治病院 2003/11/19

大分県 032165 医療法人社団恵愛会　大分中村病院 2004/3/31
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0306621 徳島大学病院（つづき） 宮崎県 032195 医療法人ブレストピアブレストピアなんば病院 2004/3/31

徳島県 032262 社会医療法人真泉会今治第一病院 2004/3/31

高知県 032282 四万十市立市民病院 2004/3/31

福岡県 032307 福岡市民病院 2004/3/31

徳島県 035097 独立行政法人国立病院機構徳島病院 2008/9/19

高知県 040012 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 2005/2/26

和歌山県 040031 医療法人順天会　放射線第一病院 2004/10/1

兵庫県 040060 医療法人晋真会ベリタス病院 2004/10/1

千葉県 050001 医療法人社団誠馨会  新東京病院 2005/9/14

徳島県 056610 医療法人きたじま倚山会  きたじま田岡病院 2006/9/11

徳島県 080029 医療法人川島会川島病院 2008/9/19

北海道 090001 社会医療法人孝仁会釧路孝仁会記念病院 2009/9/24

兵庫県 030984 宝塚市立病院 2003/10/30

徳島県 031966 つるぎ町立半田病院 2003/10/30

静岡県 030378 静岡県立総合病院 2003/10/27

沖縄県 031015 社会医療法人友愛会豊見城中央病院 2003/10/30

大阪府 060030 独立行政法人国立病院機構近畿中央胸部疾患センター 2006/9/11

広島県 031923 医療法人社団おると会浜脇整形外科病院 2012/9/7
0306632 徳島県 030663 健康保険鳴門病院 2003/11/28 徳島県 030662 徳島大学病院 -/-/-

徳島県 034269 社会福祉法人小渦会　鳴門シーガル病院 2008/9/19

0306643 徳島県 030664 徳島赤十字病院 2000/3/31 愛媛県 030675 松山赤十字病院 2003/11/28

北海道 031127 旭川赤十字病院 2003/10/30

東京都 030241 武蔵野赤十字病院 2008/9/19

徳島県 033164 医療法人青樹会　城南病院 2008/9/19

徳島県 031959 藍里病院 2003/10/30

徳島県 031954 田岡東病院 //
大阪府 030530 大阪赤十字病院 //

0308482 徳島県 030848 徳島健生病院 2003/10/30 徳島県 030662 徳島大学病院 -/-/-
徳島県 031952 医療法人睦み会　城西病院 2003/10/30

徳島県 031954 医療法人養生園　田岡東病院 2003/10/30

徳島県 031959 藍里病院 2003/10/30

徳島県 031966 つるぎ町立半田病院 2003/10/30

徳島県 030954 徳島市民病院 2003/10/30

0309543 徳島県 030954 徳島市民病院 2003/10/30 徳島県 030662 徳島大学病院 -/-/-
徳島県 030848 徳島健生病院 2003/10/30

0319612 徳島県 031961 麻植協同病院 2004/3/31 徳島県 031959 藍里病院 2003/10/30

徳島県 030662 徳島大学病院 -/-/-
徳島県 031963 阿南共栄病院 2004/3/31

0319631 徳島県 031963 阿南共栄病院 2004/3/31 徳島県 030662 徳島大学病院 -/-/-
徳島県 031961 麻植協同病院 2004/3/31

0306651 香川県 030665 香川県立中央病院 1973/11/1 香川県 033123 香川県立丸亀病院 2008/9/19

0306665 香川県 030666 香川大学医学部附属病院 -/-/- 香川県 030667 高松赤十字病院 2003/10/30

香川県 030668 高松市民病院 2003/10/30

香川県 030673 三豊総合病院 2004/3/31

香川県 030843 香川医療生活協同組合　高松平和病院 2003/11/28

香川県 031968 さぬき市民病院 2004/3/31

香川県 031970 香川県立白鳥病院 2004/3/31

香川県 031972 内海病院 2004/3/31

香川県 031973 医療法人社団以和貴会いわき病院 2004/3/31

香川県 031975 医療法人社団光風会　三光病院 2003/11/28

香川県 031976 医療法人　財団博仁会　キナシ大林病院 2004/3/31

香川県 031977 香川県厚生農業協同組合連合会　屋島総合病院 2004/3/31

香川県 031979 社会福祉法人恩賜財団済生会支部　香川県済生会病院 2004/3/31

香川県 031981 KKR高松病院 2004/3/31

香川県 031982 独立行政法人国立病院機構高松医療センター 2003/10/27

香川県 031983 社団法人全国社会保険協会連合会　社会保険　栗林病院 2004/3/31

香川県 031984 医療法人社団三愛会三船病院 2004/3/31

香川県 031985 医療法人五色台病院 2004/3/31

香川県 031986 宗教法人カトリック聖ドミニコ宣教修道女会坂出聖マルチン病院 2004/3/31

香川県 031987 総合病院 坂出市立病院 2004/3/31

香川県 031988 香川県厚生農業協同組合連合会滝宮総合病院 2004/3/31

香川県 031991 三豊市立永康病院 2003/11/28

香川県 031999 財団法人積善会附属十全総合病院 2004/3/31

愛媛県 030669 労働者健康福祉機構香川労災病院 2004/3/31

香川県 030671 独立行政法人国立病院機構香川小児病院 2003/10/27

香川県 030672 独立行政法人国立病院機構 善通寺病院 2003/10/27
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徳島県 030661 徳島県立中央病院 2004/3/31

香川県 030665 香川県立中央病院 1973/11/1

香川県 031974 医療法人社団玉藻会馬場病院 2007/9/13

香川県 036406 医療法人社団厚仁会　厚仁病院 2007/9/13

香川県 035100 三豊市立西香川病院 2008/9/19

香川県 035104 医療法人十全会十全第二病院 2004/10/1

香川県 030766 医療法人財団大樹会　総合病院回生病院 2003/10/1

岡山県 030796 倉敷成人病センター 2003/10/1

香川県 076971 医療法人社団中和会　西紋病院 2008/9/19

香川県 080030 医療法人社団雙和会　クワヤ病院 2008/9/19

香川県 031971 土庄町国民健康保険土庄中央病院 2004/3/31

香川県 033115 綾川町国民健康保険陶病院 2009/9/24

0306673 香川県 030667 高松赤十字病院 2003/10/30 香川県 030666 香川大学医学部附属病院 -/-/-
香川県 030668 高松市民病院 2003/10/30

香川県 031975 医療法人社団光風会　三光病院 2003/11/28

香川県 031985 医療法人五色台病院 2004/3/31

0306693 香川県 030669 労働者健康福祉機構 2004/3/31 香川県 030671 独立行政法人国立病院機構香川小児病院 2003/10/27

香川労災病院 香川県 076971 医療法人社団中和会　西紋病院 2008/9/19

0306701 香川県 030670 麻田総合病院 1997/4/1 香川県 030671 独立行政法人国立病院機構　香川小児病院 2003/10/27

香川県 031984 医療法人社団三愛会三船病院 2004/3/31

岡山県 030622 川崎医科大学附属病院 -/-/-
0306712 香川県 030671 独立行政法人国立病院機構　 2003/10/27 香川県 030672 独立行政法人国立病院機構　善通寺病院 2003/10/27

香川小児病院 香川県 033133 香川県立丸亀病院 2008/9/19

山口県 030649 独立行政法人国立病院機構関門医療センター 2003/10/30

香川県 030669 労働者健康福祉機構香川労災病院 2004/3/31

0306723 香川県 030672 独立行政法人国立病院機構　 2003/10/27 香川県 030671 独立行政法人国立病院機構　香川小児病院 2003/10/27

善通寺病院 徳島県 030662 徳島大学病院 -/-/-
香川県 033133 香川県立丸亀病院 2008/9/19

山口県 030649 独立行政法人国立病院機構関門医療センター 2003/10/30

香川県 030669 労働者健康福祉機構香川労災病院 2004/3/31

0306733 香川県 030673 三豊総合病院 2004/3/31 愛媛県 030827 公立学校共済組合四国中央病院 2003/9/1
香川県 035100 三豊市立西香川病院 2008/9/19

　　　　　　　　　 香川県 033133 香川県立丸亀病院 2008/9/19

0307665 香川県 030766 医療法人財団大樹会　 2003/10/1 香川県 030671 独立行政法人国立病院機構香川小児病院 2003/10/27

総合病院回生病院 香川県 031985 医療法人五色台病院 2004/3/31

香川県 030667 高松赤十字病院 2003/10/30

香川県 030666 香川大学医学部附属病院 -/-/-
福岡県 040027 社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会八幡総合病院 2012/9/7

0308433 香川県 030843 香川医療生活協同組合 2003/11/28 香川県 031975 医療法人社団光風会　三光病院 2003/11/28

高松平和病院 香川県 030667 高松赤十字病院 2003/10/30

愛媛県 030677 独立行政法人　労働者健康福祉機構　愛媛労災病院 2003/4/1
岡山県 030621 綜合病院水島協同病院 2003/10/27

0306681 香川県 030668 高松市民病院 2003/10/30 徳島県 030662 徳島大学病院 -/-/-
0306743 愛媛県 030674 愛媛県立中央病院 2003/11/19 愛媛県 031993 愛媛県立新居浜病院 2003/11/19

愛媛県 032000 愛媛県立今治病院 2003/11/19

愛媛県 032273 愛媛県立南宇和病院 2003/11/19

愛媛県 030676 愛媛大学医学部附属病院 -/-/-
0306753 愛媛県 030675 松山赤十字病院 2003/11/28 愛媛県 032265 医療法人佑心會　堀江病院 2003/11/28

愛媛県 032266 医療法人鶯友会牧病院 2003/11/28

愛媛県 032270 財団法人創精会松山記念病院 2003/11/28

愛媛県 032264 医療法人尚温会伊予病院 2004/3/31

和歌山県 030587 日本赤十字社和歌山医療センター 2004/3/31

徳島県 030664 徳島赤十字病院 2004/3/31

愛媛県 030676 愛媛大学医学部附属病院 -/-/-
0306766 愛媛県 030676 愛媛大学医学部附属病院 -/-/- 愛媛県 030674 愛媛県立中央病院 2003/11/19

愛媛県 030675 松山赤十字病院 2003/11/28

愛媛県 030678 財団法人永頼会松山市民病院 2003/10/30

愛媛県 030679 財団法人真光会真光園 2004/3/31

愛媛県 030680 市立宇和島病院 2004/3/31

愛媛県 030681 財団法人正光会宇和島病院 2004/3/31

大阪府 031756 大阪府立中河内救命救急センター 2004/3/31

愛媛県 031993 愛媛県立新居浜病院 2003/11/19

愛媛県 031994 医療法人同心会西条中央病院 2004/3/31

愛媛県 031996 社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院 2003/10/30

愛媛県 031997 西条市立周桑病院 2004/3/31

愛媛県 031999 財団法人積善会附属十全総合病院 2004/3/31
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愛媛県 032000 愛媛県立今治病院 2003/11/19

愛媛県 032264 医療法人尚温会伊予病院 2004/3/31

愛媛県 032265 医療法人佑心會　堀江病院 2003/11/28

愛媛県 032266 医療法人鶯友会牧病院 2003/11/28

愛媛県 032267 国民健康保険久万高原町立病院 2004/3/31

愛媛県 032268 独立行政法人国立病院機構愛媛病院 2004/3/31

愛媛県 032269 社会福祉法人恩賜財団　済生会松山病院 2003/10/30

愛媛県 032270 財団法人創精会松山記念病院 2003/11/28

愛媛県 032273 愛媛県立南宇和病院 2003/11/19

愛媛県 030976 社会福祉法人恩賜財団　済生会今治病院 2003/10/30

愛媛県 032164 医療法人（財団）野口記念会　野口病院 2004/3/31

愛媛県 034290 西予市立野村病院 2006/9/11

愛媛県 035246 医療法人財団仁清会　野本記念病院 2006/9/11

愛媛県 060039 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 2006/9/11

愛媛県 060056 医療法人誠志会　砥部病院 2006/9/11

愛媛県 056563 久米病院 2008/9/19

愛媛県 080031 宇和島市立津島病院 2008/9/19

愛媛県 040008 市立大洲病院 2004/10/1

愛媛県 030900 市立八幡浜総合病院 2003/10/27

愛媛県 030768 医療法人綮愛会石川病院 2003/9/1
愛媛県 070006 社会医療法人生きる会瀬戸内海病院 2007/9/13

0306766 愛媛大学医学部附属病院（つづき） 愛媛県 040023 医療法人北斗会大洲中央病院 2004/10/1

愛媛県 060009 社会医療法人社団更生会村上記念病院 2006/9/11

愛媛県 060008 宇和島社会保険病院 2006/9/11

大阪府 031779 大阪府立泉州救命救急センター 2003/11/19

0306773 愛媛県 030677 独立行政法人　労働者健康福祉　　 2003/4/1 愛媛県 033171 財団法人　新居浜精神衛生研究所　財団新居浜病院 2005/9/14

機構　愛媛労災病院 愛媛県 031041 住友金属鉱山株式会社　住友別子病院 2003/11/19

愛媛県 031993 愛媛県立新居浜病院 2003/11/19

0306781 愛媛県 030678 財団法人永頼会松山市民病院 2003/10/30 愛媛県 030679 財団法人真光会真光園 2004/3/31

愛媛県 030676 愛媛大学医学部附属病院 -/-/-
0306801 愛媛県 030680 市立宇和島病院 2004/3/31 愛媛県 030681 財団法人正光会宇和島病院 2004/3/31

0307683 愛媛県 030768 医療法人　綮愛会　石川病院 2003/9/1 徳島県 030662 徳島大学病院 -/-/-
愛媛県 030676 愛媛大学医学部附属病院 -/-/-
愛媛県 030827 公立学校共済組合四国中央病院 2003/9/1

0308563 愛媛県 030856 愛媛生協病院 2004/3/31 愛媛県 030677 独立行政法人　労働者健康福祉機構　愛媛労災病院 2003/4/1
愛媛県 030679 財団法人真光会真光園 2004/3/31

香川県 030843 香川医療生活協同組合　高松平和病院 2003/11/28

徳島県 031998 新居浜協立病院 2004/3/31

0309001 愛媛県 030900 市立八幡浜総合病院 2003/10/27 愛媛県 032272 八幡浜医師会立双岩病院 2003/10/27

愛媛県 030676 愛媛大学医学部附属病院 -/-/-
0309763 愛媛県 030976 社会福祉法人恩賜財団 2003/10/30 愛媛県 031996 社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院 2003/10/30

済生会今治病院 愛媛県 032263 財団法人正光会　今治病院 2003/10/30

愛媛県 032269 社会福祉法人恩賜財団　済生会松山病院 2003/10/30

愛媛県 034265 社会福祉法人恩賜財団済生会今治第二病院 2007/9/13

愛媛県 076219 医療法人　勤有会　きら病院 2007/9/13

愛媛県 030676 愛媛大学医学部附属病院 -/-/-
0310410 愛媛県 031041 住友金属鉱山株式会社　住友別子病院 2003/11/19 愛媛県 033171 財団法人　新居浜精神衛生研究所　財団新居浜病院 2005/9/14

0319971 愛媛県 031997 西条市立周桑病院 2004/3/31 愛媛県 030976 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院 2003/10/30

愛媛県 031995 医療法人隣善会　西条道前病院 2004/3/31

愛媛県 030676 愛媛大学医学部附属病院 -/-/-
0319991 愛媛県 031999 財団法人積善会附属 2004/3/31 愛媛県 030677 独立行政法人　労働者健康福祉機構　愛媛労災病院 2003/4/1

十全総合病院 愛媛県 035104 医療法人十全会十全第二病院 2004/10/1

0320001 愛媛県 032000 愛媛県立今治病院 愛媛県 030674 愛媛県立中央病院 2003/11/19

愛媛県 032273 愛媛県立南宇和病院 2003/11/19

愛媛県 031993 愛媛県立新居浜病院 2003/11/19

愛媛県 030676 愛媛大学医学部附属病院 -/-/-
0322694 愛媛県 032269 社会福祉法人恩賜財団　 2003/10/30 愛媛県 030675 松山赤十字病院 2003/11/28

済生会松山病院 愛媛県 030678 財団法人永頼会総合病院松山市民病院 2003/10/30

愛媛県 030676 愛媛大学医学部附属病院 -/-/-
大分県 032164 野口病院 2004/3/31

愛媛県 060039 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 2006/9/11

愛媛県 056563 久米病院 2008/9/19

愛媛県 030976 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院 2003/10/30

愛媛県 031996 社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院 2003/10/30

愛媛県 032270 財団法人創精会松山記念病院 2003/11/28

愛媛県 034290 西予市立野村病院 2006/9/11
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0306838 高知県 030683 高知大学医学部附属病院 -/-/- 徳島県 030662 徳島大学病院 -/-/-
高知県 030886 医療法人近森会　近森病院 2003/10/30

高知県 030933 高知県厚生農業協同組合連合会　JA高知病院 2003/11/28

高知県 030966 高知赤十字病院 2003/11/19

高知県 030974 独立行政法人国立病院機構高知病院 2003/11/19

高知県 031047 高知県立幡多けんみん病院 2003/11/19

高知県 031073 特定医療法人仁生会　細木病院 2003/10/30

高知県 031104 高知県立あき総合病院 2003/10/30

高知県 032258 土佐市立土佐市民病院 2004/3/31

高知県 032276 医療法人近森会　近森病院第二分院 2003/10/30

高知県 032277 特定医療法人仁生会細木ユニティ病院 2003/11/19

高知県 032278 医療法人須藤会　土佐病院 2003/11/19

高知県 032279 厚生年金高知リハビリテーション病院 2004/3/31

高知県 032280 医療法人五月会須崎くろしお病院 2004/3/31

高知県 032281 医療法人川村会　くぼかわ病院 2004/3/31

高知県 040012 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 2005/2/26

香川県 030671 独立行政法人国立病院機構香川小児病院 2003/10/27

高知県 080032 医療法人山口会　高知厚生病院 2008/9/19

東京都 030187 東京医科歯科大学医学部附属病院 -/-/-
高知県 090053 医療法人新松田会愛宕病院 2009/9/24

高知県 090054 医療法人仁栄会島津病院 2009/9/24

広島県 030636 独立行政法人国立病院機構　呉医療センター 1971/4/1
香川県 030766 社会医療法人財団大樹会　総合病院回生病院 2003/10/1

高知県 032275 医療法人近森会　近森リハビリテーション病院 2003/10/30

高知県 035090 医療法人武田会　高知鏡川病院 2005/9/14

愛媛県 060039 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 2006/9/11

高知県 080033 医療法人松田会　近森オルソリハビリテーション病院 2008/9/19

高知県 040009 高知生協病院 2004/10/1

東京都 030802 医療法人財団健貢会　東京病院 2003
岡山県 030619 岡山大学病院 -/-/-

0308865 高知県 030886 医療法人近森会　近森病院 2003/10/30 高知県 030974 独立行政法人国立病院機構高知病院 2003/11/19

高知県 031073 特定医療法人仁生会　細木病院 2003/10/30

高知県 032275 医療法人近森会　近森リハビリテーション病院 2003/10/30

高知県 032276 医療法人近森会　近森病院第二分院 2003/10/30

高知県 080033 医療法人松田会　近森オルソリハビリテーション病院 2008/9/19

高知県 030683 高知大学医学部附属病院 -/-/-
高知県 040012 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 2005/2/26

高知県 040009 高知生協病院 2004/10/1

高知県 030933 ＪＡ高知病院 2003/11/28

岡山県 030619 岡山大学病院 -/-/-
群馬県 030112 群馬大学医学部附属病院 -/-/-
大阪府 030502 大阪医科大学附属病院 -/-/-
高知県 030966 日本赤十字社高知赤十字病院 2003/11/19

高知県 031047 高知県立幡多けんみん病院 2003/11/19

高知県 031104 高知県立あき総合病院 2003/10/30

0309662 高知県 030966 高知赤十字病院 2003/11/19 高知県 030683 高知大学医学部附属病院 -/-/-
高知県 032278 医療法人須藤会　土佐病院 2003/11/19

高知県 030886 社会医療法人近森会　近森病院 2003/10/30

高知県 030974 独立行政法人国立病院機構高知病院 2003/11/19

高知県 031047 高知県立幡多けんみん病院 2003/11/19

高知県 031073 特定医療法人仁生会　細木病院 2003/10/30

高知県 040009 高知生協病院 2004/10/1

高知県 040012 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 2005/2/26

0309744 高知県 030974 独立行政法人国立病院機構 2003/11/19 高知県 032277 特定医療法人仁生会細木ユニティ病院 2003/11/19

高知病院 高知県 030966 高知赤十字病院 2003/11/19

愛媛県 060039 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 2006/9/11

広島県 030636 独立行政法人国立病院機構呉医療センター 1971/4/1
香川県 030671 独立行政法人国立病院機構香川小児病院 2003/10/27

高知県 035090 医療法人武田会高知鏡川病院 2005/9/14

東京都 030240 独立行政法人国立病院機構災害医療センター 2003/10/30

高知県 030683 高知大学医学部附属病院 -/-/-
高知県 030886 社会医療法人近森会　近森病院 2003/10/30

高知県 031073 医療法人仁生会　細木病院 2003/10/30

高知県 031047 高知県立幡多けんみん病院 2003/11/19

高知県 040012 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 2005/2/26

高知県 040009 高知医療生活協同組合高知生協病院 2004/10/1
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群番号 都道府県 施設番号 基幹型臨床研修病院 指定年月日 都道府県 施設番号 協力型臨床研修病院 指定年月日

0310472 高知県 031047 高知県立幡多けんみん病院 2003/11/19 高知県 030683 高知大学医学部附属病院 -/-/-
高知県 030886 社会医療法人近森会　近森病院 2003/10/30

高知県 040012 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 2005/2/26

高知県 030966 高知赤十字病院 2003/11/19

高知県 030974 独立行政法人国立病院機構高知病院 2003/11/19

高知県 031073 特定医療法人仁生会細木病院 2003/10/30

高知県 040009 高知医療生活協同組合高知生協病院 2004/10/1

0310732 高知県 031073 特定医療法人仁生会　細木病院 2003/10/30 高知県 030683 高知大学医学部附属病院 -/-/-
高知県 030886 医療法人近森会　近森病院 2003/10/30

高知県 030974 独立行政法人国立病院機構　高知病院 2003/11/19

高知県 032277 特定医療法人仁生会細木ユニティ病院 2003/11/19

高知県 030933 高知県厚生農業協同組合連合会　JA高知病院 2003/11/28

高知県 030966 高知赤十字病院 2003/11/19

高知県 031047 高知県立幡多けんみん病院 2003/11/19

高知県 040009 高知医療生活協同組合高知生協病院 2004/10/1

高知県 040012 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 2005/2/26

高知県 031104 高知県立あき総合病院 2003/10/30

0400093 高知県 040009 高知生協病院 2004/10/1 高知県 030886 医療法人近森会　近森病院 2003/10/30

高知県 030974 独立行政法人国立病院機構高知病院 2003/11/19

高知県 040022 藤戸病院 2004/10/1

高知県 040012 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 2005/2/26

高知県 030683 高知大学医学部附属病院 -/-/-
高知県 030966 高知赤十字病院 2003/11/19

高知県 031047 高知県立幡多けんみん病院 2003/11/19

高知県 031073 特定医療法人仁生会細木病院 2003/10/30

0400123 高知県 040012 高知県・高知市病院企業団立 2005/2/26 高知県 030683 高知大学医学部附属病院 -/-/-
高知医療センター 高知県 032278 医療法人須藤会　土佐病院 2003/11/19

高知県 032277 特定医療法人仁生会細木ユニティ病院 2003/11/19

高知県 035090 医療法人武田会　高知鏡川病院 2005/9/14

高知県 050027 医療法人精華園　海辺の杜ホスピタル 2005/9/14

徳島県 030662 徳島大学病院 -/-/-
岡山県 030619 岡山大学病院 -/-/-
高知県 030886 社会医療法人近森会　近森病院 2003/10/30

高知県 030966 高知赤十字病院 2003/11/19

高知県 030974 独立行政法人国立病院機構高知病院 2003/11/19

高知県 031047 高知県立幡多けんみん病院 2003/11/19

高知県 040009 高知生協病院 2004/10/1
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「厚生労働大臣が指定する医薬品及び医療機器」の製造所

（平成25年3月31日現在）

地 域 生物学的製剤等 放射性医薬品

鳥取県 0 0

島根県 0 0

岡山県 1 1

広島県 1 1

山口県 2 0

徳島県 1 1

香川県 2 0

愛媛県 1 0

高知県 0 0

計 8 3

大臣権限の毒物劇物営業者登録状況

（平成25年3月31日現在）

地 域 製造業 輸入業

鳥取県 0 0

島根県 2 0

岡山県 36 3

広島県 13 4

山口県 34 2

徳島県 7 6

香川県 12 1

愛媛県 12 0

高知県 1 1

計 117 17
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（中国地区）

管　轄
自治体

承　認　工　場 所　　　在　　　地 食品の種類 承　認　品　目

鳥取県 大山乳業農業協同組合 鳥取県東伯郡琴浦町大字
保３７－１

アイスクリーム

クリーム

脱脂粉乳

発酵乳

牛乳

加工乳

大山ハム（株） 鳥取県米子市夜見町３０
１８番地

加熱食肉製品（加
熱後包装）

加熱食肉製品（包
装後加熱）

3
島根県 島根県中央酪農農業協同組合連合

会
島根県出雲市平野町３０
２番地

乳 牛乳

（有）クボタ牛乳 島根県浜田市原井町９０
７番地

乳 牛乳

乳製品 乳飲料

5
岡山県 オハヨー乳業(株)長船工場 岡山県瀬戸内市長船町福

岡１５８７
乳製品 発酵乳

カルピス(株)岡山工場 岡山県総社市真壁８００
番地

乳製品 乳酸菌飲料

清涼飲料水 清涼飲料（殺菌後
密栓密封）

蒜山酪農農業協同組合 岡山県真庭市蒜山中福田
９５８番地

牛乳

加工乳

岡山市 オハヨー乳業（株）本社第１工場 岡山県岡山市中区神下５
６５

牛乳

加工乳

倉敷市 （株）明治岡山工場 岡山県倉敷市西阿知町１
２８６番地

牛乳

加工乳

乳製品 乳飲料

乳製品

乳

乳

乳

6

7

4

8

9

食肉製品

乳

1

平成25年3月末現在

2

○食品衛生課
（資料１）総合衛生管理製造過程承認施設一覧
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広島県 （株）明治広島工場 広島県安芸郡海田町畝２
丁目１４番２６号

乳 牛乳

乳飲料

発酵乳

チチヤス（株） 広島県廿日市市大野３３
８－１

牛乳

加工乳

乳飲料

発酵乳

12
芸南食品（株） 広島県竹原市竹原町１６

７８番地の１３
容器包装詰加圧加
熱殺菌食品

レトルト食品（熱
溶融）

山陽乳業（株） 広島県三原市南方1丁目2
番1号

乳 牛乳

乳飲料

発酵乳

広島協同乳業(株) 広島県山県郡北広島町大
字南方字中山２０６

乳 牛乳

乳製品 乳飲料

15
(株)ヒロシマ・コープ 広島県三原市本郷南７－

８－１
清涼飲料水 清涼飲料（殺菌後

密栓密封）

広島市 東洋乳業（株）広島工場 広島県広島市安佐北区三
入１丁目１９－７

乳 牛乳

乳飲料

乳酸菌飲料

アイスクリーム

17
日本酪農協同（株）広島工場 広島県広島市安佐南区西

原２丁目２７番地３０番
乳 牛乳

グリコ乳業（株）広島工場 広島県広島市安佐南区緑
井５丁目１８番３号

乳 牛乳

乳製品 乳飲料

福留ハム(株) 広島工場 広島県広島市安佐北区三
入南１丁目７－２０

加熱食肉製品（加
熱後包装）

加熱食肉製品（包
装後加熱）

乳製品

乳製品

乳

乳製品

食肉製品

16

18

19

14

13

乳製品

10

11
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乾燥食肉製品

20
山口県 藤東蒲鉾（株） 山口県長門市油谷河原２

０１６－９
魚肉練り製品 魚肉練り製品

21
日本果実工業(株)山口工場第１製
造工場

山口県山口市仁保下郷１
７７１

清涼飲料水 清涼飲料（殺菌後
密栓密封）

日本果実工業(株)山口工場第２製
造工場

山口県山口市仁保下郷１
７７１

清涼飲料水（密栓
密封後殺菌）

清涼飲料水（殺菌
後密栓密封）

23
日本果実工業(株)山口工場第４製
造工場

山口県山口市仁保下郷１
７７１

清涼飲料水 清涼飲料水（密栓
密封後殺菌）

24
日本果実工業(株)山口工場第６製
造工場

山口県山口市仁保下郷１
７７１

清涼飲料水 清涼飲料（殺菌後
密栓密封）

25
下関市 山口グリコ（株） 山口県下関市長府扇町４

番６６号
食肉製品 加熱食肉製品（加

熱後包装）

26
林兼産業(株)下関工場 山口県下関市大和町２－

７－１
食肉製品 加熱食肉製品（加

熱後包装）

27
やまぐち県酪乳業（株） 山口県下関市菊川町田部

夢団地１番
乳 牛乳

２７工場 ３７施設 ５４件

管　轄
自治体

承　認　工　場 所　　　在　　　地 食品の種類 承　認　品　目

徳島県 大塚食品(株)徳島工場 徳島県徳島市川内町加賀
須野４６３－５５

清涼飲料水 清涼飲料（無殺
菌・無除菌）

容器包装詰加圧加
熱殺菌食品

レトルト食品（熱
溶融）

2
日本酪農共同(株)徳島工場 徳島市応神町古川字日の

上２－２
乳 牛乳

3
(株)大塚製薬工場 徳島県鳴門市撫養町立岩

字元地１７０
清涼飲料水 清涼飲料（無殺

菌・無除菌）

4
キンキサイン（株）徳島工場 徳島県勝浦郡勝浦町大字

生名字屋敷５
清涼飲料水 清涼飲料（殺菌後

密栓密封）

日本ハムファクトリー(株)徳島工
場

徳島県名西郡石井町字高
川原８３８－１

加熱食肉製品（加
熱後包装）

加熱食肉製品（包
装後加熱）

6
香川県 協同食品(株) 香川県坂出市昭和町２－

１－９
食肉製品 加熱食肉製品（加

熱後包装）

四国乳業(株)坂出工場 香川県坂出市府中町５１
５６－１

牛乳

平成25年3月末現在

1

5

食肉製品

乳

（四国地区）

清涼飲料水

22
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加工乳

乳製品 乳飲料

8
日本酪農協同(株)香川工場 香川県善通寺市上吉田町

５０４番地
乳 牛乳

四国明治乳業(株)四国工場 香川県三豊市財田町財田
上１３２８番１

乳 牛乳

乳飲料

発酵乳

10
愛媛県 サンタ(株) 愛媛県伊予郡松前町大字

北川原字塩屋西１２０５
－１

乳製品 アイスクリーム

四国乳業(株)本社工場 愛媛県東温市南方１０５
５－１

牛乳

加工乳

乳飲料

発酵乳

乳酸菌飲料

12
キョクヨーフーズ(株) 愛媛県北宇和郡松野町延

野々８３０
魚肉練り製品 魚肉練り製品

13
(株)グリーンヒル 愛媛県西予市野村町阿下

６号３８０番地
清涼飲料水 清涼飲料（殺菌後

密栓密封）

松山市 ルナ物産(株) 愛媛県松山市南高井町１
５７７

発酵乳

乳酸菌飲料

(株)えひめ飲料松山工場 愛媛県松山市安城寺町２
４０－１

清涼飲料（殺菌後
密栓密封）

原料用果汁

16
高知県 ひまわり乳業(株)南国工場 高知県南国市物部２７２

－１
乳 牛乳

赤穂化成(株)深層水事業所 高知県室戸市室戸岬町１
８２８－５

ミネラルウォー
ター

清涼飲料（殺菌後
密栓密封）

１７工場 ２１施設 ３０件

14

乳製品

15

清涼飲料水

17

清涼飲料水

9
乳製品

11

乳

乳製品

7
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認定施設名 所在地 輸出品目 認定番号

1 (株)大崎水産 広島市西区草津港１丁目９番３９号 カニ風味かまぼこ 3404001

2 協和冷蔵(株) 広島市西区草津港１丁目６番１０号 大崎水産で加工する原料（すり身）及び製品 3404002CS

3 森松水産冷凍(株) 今治市天保山町５丁目２番２０号 チルド及び冷凍ハマチ（フィーレ、ロイン、ドレス） 3855001

4 備前化成(株) 岡山県赤磐市徳富３６３ 精製魚油 3370001

認定施設名 所在地 輸出品目 認定番号

1 マルトモ(株)本社工場 愛媛県伊予市米湊１６９６番地 削りぶし、煮干し削りぶし、さば削りぶし、あじ削りぶし 3856004

2 マルトモ(株)チルド工場 愛媛県伊予市本郡字町田５３番地１ くらげ加工品、いか加工品、さざえ加工品、数の子加工品 3856005

3 マルトモ(株)だしの素工場 愛媛県伊予市下吾川字南西原１６９３番９ かつお風味だしの素 3856007

4 マルトモ(株)第三伊予工場 愛媛県伊予市下吾川字南西原１６９３－１ かつお風味液体だし 3856003

5 マルトモ(株)第二工場 愛媛県伊予市下吾川字馬塚９９２－３ かつお削りぶし 3856001

6 ヤマキ(株)本社工場 愛媛県伊予市米湊１６９８番地６ 削りぶし 3856006

7 ADEKAファインフーズ(株) 鳥取県境港市竹内団地２０７番地
カニかまぼこ原料（スノークラブミート、スノークラブ
ペースト、ロッククラブミート）

3154001

8 三島食品(株)広島工場 広島市中区南吉島二丁目１番５３号 鰹と胡麻のふりかけ 3409002

9 呉鯨工(株) 広島県呉市光町６－３６ ゆでだこ 3435001

10 仙味エキス(株) 愛媛県大洲市平野町野田７７９－２ カニエキス３品目、エビエキス、サカナエキス２品目 3858004

11 (株)大崎水産 広島市西区草津港一丁目９番３９号 風味かまぼこ 3409001

12 キョクヨーフーズ(株) 愛媛県北宇和郡松野町延野々８３０ 冷凍魚肉練り製品 3863001

オーシャンキングミックスマイルドタイプ

オーシャンキングナックルタイプ

オーシャンキングファイバースティックタイプ

オーシャンキングファイバーほぐし身タイプ

オーシャンキングシュレッダータイプ

13 (株)カモ井デリカ 岡山県倉敷市中島１１３８ ほたてのうま煮 3334001

（資料２）　 対ＥＵ輸出水産食品認定施設
平成25年3月末現在

（資料３）　対米輸出水産食品加工施設               
平成25年3月末現在
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都道府県 施設名 製品検査の区分 試験の別 事業所名 登録日 事業所所在地

法第26条第1項 理化学的検査

法第26条第2項 細菌学的検査

法第26条第1項 理化学的検査

法第26条第2項 細菌学的検査

法第26条第3項

法第26条第1項 理化学的検査

法第26条第2項 細菌学的検査

法第26条第3項

法第26条第1項 理化学的検査

法第26条第2項 細菌学的検査

法第26条第3項

法第26条第1項

法第26条第2項 理化学的検査

法第26条第3項

法第26条第1項 理化学的検査

法第26条第2項 細菌学的検査

法第26条第3項 動物を用いる検査

法第26条第1項  

法第26条第2項 細菌学的検査

法第26条第3項

法第26条第1項 理化学的検査

法第26条第2項 細菌学的検査

法第26条第3項

法第26条第1項 理化学的検査

法第26条第2項 細菌学的検査

法第26条第3項

法第26条第1項 理化学的検査

法第26条第2項 細菌学的検査

法第26条第1項 理化学的検査

法第26条第2項 細菌学的検査

動物を用いる検査

法第26条第1項 　

法第26条第2項 細菌学的検査

法第26条第3項

法第26条第1項 理化学的検査

法第26条第2項 細菌学的検査

法第26条第3項

法第26条第1項 理化学的検査

法第26条第2項 細菌学的検査

法第26条第3項

（株）エフイーエーシー （株）エフイーエーシー

（資料４）食品衛生法に基づく登録検査機関一覧

鳥取県 （財）鳥取県保健事業団 （財）鳥取県保健事業団 平成16年2月27日
鳥取市立川町６丁目１７６番
地

平成18年7月5日 出雲市湖陵町板津１番地

島根県

（公財）島根県環境保健公
社

（公財）島根県環境保健公社 平成16年10月18日
島根県松江市
古志原１丁目４番６号

平成25年3月末現在

岡山市北区中納言町６番３５
号

（株）エクスラン・テクニ
カル・センター

（株）エクスラン・テクニカ
ル・センター

平成20年5月9日
岡山市東区金岡東町
三丁目３番１号

広島県

（財）広島県環境保健協会

（財）広島県環境保健協会
生活科学センター

平成16年2月27日

岡山県

（財）岡山県健康づくり財団 （財）岡山県健康づくり財団 平成16年2月27日

松山市味酒一丁目十番地五

（株）四国中検
食品解析センター高松検査所

山口県 （財）山口県予防保健協会

平成16年11月24日

（社）香川県薬剤師会検査セン
ター

香川県

高松市亀岡町９番２０号

香川県綾歌郡綾川町
畑田３３２２

（財）愛媛県総合保健協会環境
部

平成22年3月24日

徳島県

愛媛県 （財）愛媛県総合保健協会

（社）香川県薬剤師会

（株）四国中検

高知県 （社）高知県食品衛生協会
（社）高知県食品衛生協会
食品検査センター

平成16年2月27日
高知市丸の内２丁目４番１１
号

平成16年2月27日

広島市中区広瀬北町９番１号

（財）広島県環境保健協会
東部支所

福山市山手町５丁目３２番２
６号

（株）日本総合科学 （株）日本総合科学 平成17年4月1日

（一社）徳島県薬剤師会
（一社）徳島県薬剤師会検査セ
ンター

平成16年2月27日 徳島市中州町１丁目５８番地

（財）山口県予防保健協会環境
科学センター

平成16年2月27日
山口市吉敷下東一丁目５番１
号

広島県福山市箕島町
南丘３９９番地４６
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平成25年3月末現在

平成25年3月末現在

認定番号

1 KR0020

2 KR0036

3 KR0037

4 KR0048

5 KR0049

6 KR0063

7
申請済
収載待ち

鳥取県

東洋冷蔵(株)広島支店

（資料５）　食鳥指定検査機関

指定検査機関名

（公財）鳥取県食鳥肉衛生協会

（財）岡山県健康づくり財団

（公社）徳島県獣医師会

都道府県

イヨスイ(株)加工処ふたな

(株)オンスイ愛媛工場

(株)松岡下関第５物流センター

(株)松岡下関第３物流センター

林兼冷蔵(株)第二冷凍工場

林兼冷蔵(株)（第一冷凍工場） 山口県下関市細江新町３番３０号

徳島市新浜本町２－３－６

岡山市北区平田４０８－１

登録施設名

（資料６）　対韓国輸出水産食品加工施設               

（理事長）丹羽　国泰

香川県坂出市江尻町１３５５（財）香川県食鳥衛生検査センター香川県

徳島県

岡山県

愛媛県宇和島市坂下津丙１０-２

愛媛県宇和島市下波４４１９

山口県下関市東大和町２－１９－３３

山口県下関市東大和町２－１４－１

山口県下関市大和町２丁目６番１号

冷凍ブリカマ

冷凍ぶりカマ、冷凍ぶり頭

冷凍アカイカの白子

冷凍アカイカの白子

冷凍タラチョウ、冷凍タラチュウ、冷凍イカ
卵胞腺

冷凍タラチョウ、冷凍タラチュウ、冷凍イカ
卵胞腺

（理事長）福田　豊

氏名

冷凍メバチマグロ（カマ、頭肉、ノド肉、ホ
ホ肉、ビン肉、心臓、胃袋、卵巣）

冷凍ミナミマグロ（カマ、頭肉、ノド肉、ホ
ホ肉、ビン肉、心臓、胃袋、卵巣）

冷凍クロマグロ（カマ、頭肉、ノド肉、ホホ
肉、ビン肉、心臓、胃袋、卵巣）

輸出品目

（理事長）川部　英則

（会長理事）塩本　泰久

鳥取県西伯郡大山町小竹１２９１－７

所在地

冷凍メカジキ（カマ、頭肉、ノド肉、ホホ
肉、ビン肉、心臓、胃袋、卵巣）

冷凍キハダマグロ（カマ、頭肉、ノド肉、ホ
ホ肉、ビン肉、心臓、胃袋、卵巣）

広島県広島市西区草津港一丁目６番１０号

所在地
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企業・グループ名 所在地 承認年月日

1 大黒天物産株式会社 岡山県 平成24年9月24日

2 復建調査設計株式会社 広島県 平成24年9月20日

3 トーホー株式会社　　 広島県 平成24年11月19日

4 株式会社ハヤシ 岡山県 平成24年11月22日

5 富士商株式会社 山口県 平成25年2月27日

6 株式会社山陰合同銀行 島根県 平成25年3月11日

7 社会医療法人鴻仁会 岡山県 平成25年3月21日

8 株式会社アクシス 鳥取県 平成25年3月21日

企業・グループ名 所在地 認可・承認年月日

1 東山口信用金庫 山口県 平成24年9月1日

平成２４年度に認可・承認された確定給付企業年金規約一覧

平成２４年度に承認された確定拠出年金企業型年金規約一覧

○保険年金課
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○管理課 

 

都道府県の区域を越える医療法人一覧 

平成２５年３月末現在 

県名 医療法人名 事務所所在地 

開設する病院、診療所 
又は介護老人保健施設 

の所在都道府県 

鳥取県 

(4) 

医療法人社団常松医院 米子市福市 574-5 鳥取県、島根県 

医療法人清蓮会 鳥取市青谷町青谷字前川 446-5 鳥取県、兵庫県 

医療法人社団友愛会 八頭郡八頭町安井宿 1102-1 鳥取県、大阪府 

医療法人明勝会 米子市安倍 200-1 鳥取県、島根県 

島根県 

(3) 

医療法人歯徳会 益田市有明町 1-21 島根県、山口県 

医療法人社団爽治会 江津市都野津町 1972-1 島根県、大阪府、 

東京都 

医療法人いざみ 松江市朝日町 484-13 島根県、鳥取県 

岡山県 

(3) 

医療法人閑谷会 備前市木谷 220-1 岡山県、兵庫県、 

千葉県 

医療法人相馬眼科医院 岡山市中山下 1-10-30 福武ビル 7階 岡山県、兵庫県 

医療法人社団きのこ会 笠岡市東大戸 2908 岡山県、東京都 

広島県 

(7) 

医療法人社団みずほ会 広島市中区基町 11-5 広島県、岡山県、 

山口県、愛知県、 

神奈川県 

医療法人ともみ会 三次市南畑敷町 227-1 広島県、島根県 

医療法人社団共愛会 広島市西区己斐上 6-554-1 広島県、山口県 

医療法人社団鶴栄会 尾道市山波町 1905-9 広島県、兵庫県 

医療法人準和会 廿日市市宮内 1488-1 広島県、東京都 

医療法人あざみ会 広島市安佐北区白木町井原下新宮

1309-2 

広島県、東京都 

医療法人社団あずま会 東広島市八本松東 3-2-8 広島県、岡山県 

山口県 

山口県 

(7) 

医療法人和同会 宇部市大字西岐波 229-3 山口県、広島県 

医療法人恵歯会 周南市銀座 1-22 銀座ビル 2階 茨城県、福島県 

医療法人豊栄会 下関市西神田町 1-12 山口県、福岡県 

医療法人栄信会 柳井市神代 4183-16 山口県、広島県 

医療法人社団生和会 周南市大字湯野 4278-1 山口県、大阪府 

医療法人社団三陽会 下関市川中豊町 7-1-39 山口県、福岡県 

医療法人永孝会 下関市伊倉新町 3-1-1 山口県、福岡県 

計 24 法人   
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（平成２５年３月３１日現在）
No. 法　　人　　名 主たる事務所の所在地

1 尚徳福祉会 鳥取県米子市榎原１８８９－６

2 こうほうえん 鳥取県境港市誠道町２０８３

3 敬仁会 鳥取県倉吉市山根５５

4 日翔会 鳥取県日野郡日野町根雨７３０

5 しらゆり会 島根県松江市山代町９３４－５

6 鶯園 岡山県津山市瓜生原３３７－１

7 ちとせ交友会 岡山県岡山市東区益野町４０

8 みその児童福祉会 岡山県岡山市北区天神町６－３４

9 旭川荘 岡山県岡山市北区祇園８６６

10 新生寿会 岡山県井原市木之子町２３３０

11 ことぶき会 岡山県岡山市北区御津紙工１４１０

12 東光会 岡山県岡山市南区大福７６０－２

13 むぎの会 岡山県岡山市東区藤井２９８－２

14 みずき会 岡山県井原市東江原町１６６１－１

15 倉敷福徳会 岡山県倉敷市福井２０５

16 むつみ会 広島県尾道市向島町１５６４４

17 三篠会 広島市安佐北区白木町大字井原４４８７

18 西中国キリスト教社会事業団 広島県廿日市市原３６２－２

19 光の園 広島県廿日市市地御前１８９５

20 成寿会 広島県呉市広町白石免田１３０１０

21 福祉の森 広島県呉市川尻町西６－１０－１

22 サンフェニックス 広島県福山市瀬戸町大字地頭分字小立２７２１

23 東輝会 広島県庄原市高野町新市字柏奥１７７－１

24 福祉館 広島県広島市西区田方１－５５１－１  慈学院太光寺内

25 葵新生会 広島県東広島市八本末町原１１１７１－１

26 健寿会 山口県山陽小野田市大字有帆字沸石６６２－８

27 さわやか会 山口県下関市長府黒門南町６－５５

28 松風会 山口県大島郡周防大島町大字土居字上替地１４６５

29 平成記念会 徳島県徳島市勝占町松成４６

30 白鳳会 徳島県吉野川市鴨島町上下島字大北４４３－２

31 緑風会 徳島県海部郡牟岐町大字中村字山田３０

32 健祥会 徳島県徳島市国府町東高輪字天満３５６－１

33 緑樹会 徳島県鳴門市大麻町桧字東山田５７－１０

34 蓬莱会 徳島県阿波市阿波町北整理１－１

35 愛心会 徳島県小松島市中田町字新開５８

36 さわらび会 徳島県徳島市名東町２－４５４

37 虎岳会 香川県丸亀市田村町１６７６－１

38 鵜足津福祉会 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁５３－１１

39 来島会 愛媛県今治市北宝来町２－２－１２

40 元気の泉 愛媛県宇和島市伊吹町字馬場甲４１８－３

41 藤寿会 高知県南国市大埇乙１０７２－１

42 光の村 高知県土佐市新居２７９８－６

43 香南会 高知県香南市赤岡町１１６０－１

44 愛生福祉会 高知県宿毛市平田町戸内１８１３－１

45 ふるさと自然村 高知県南国市岡豊町中島１５３５

46 山寿会 高知県高知市円行寺５２－１０

○福祉指導課
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