
７．誰もが元気で健康に暮らせること
（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

項項項項 目目目目

(3,384)(3,384)(3,384)(3,384) ○○○○ ハンセン病に対する正しい知識の普及啓発等に要する経費ハンセン病に対する正しい知識の普及啓発等に要する経費ハンセン病に対する正しい知識の普及啓発等に要する経費ハンセン病に対する正しい知識の普及啓発等に要する経費

 3,371  3,371  3,371  3,371 

(5,873)(5,873)(5,873)(5,873) ○○○○ 健康２１世紀福岡県大会負担金健康２１世紀福岡県大会負担金健康２１世紀福岡県大会負担金健康２１世紀福岡県大会負担金 2,8812,8812,8812,881

○○○○ 健康運動普及推進活動費補助金等健康運動普及推進活動費補助金等健康運動普及推進活動費補助金等健康運動普及推進活動費補助金等 2,1052,1052,1052,105

 4,986  4,986  4,986  4,986 

(12,211)(12,211)(12,211)(12,211) ○○○○ 健康診査管理指導事業等に要する経費健康診査管理指導事業等に要する経費健康診査管理指導事業等に要する経費健康診査管理指導事業等に要する経費

 12,241  12,241  12,241  12,241 

(567,905)(567,905)(567,905)(567,905) ○○○○ 保険者が行う特定健診等に対する負担金等保険者が行う特定健診等に対する負担金等保険者が行う特定健診等に対する負担金等保険者が行う特定健診等に対する負担金等

 588,332  588,332  588,332  588,332 

(14,323)(14,323)(14,323)(14,323) ○○○○ 生活習慣病改善検討委員会運営費生活習慣病改善検討委員会運営費生活習慣病改善検討委員会運営費生活習慣病改善検討委員会運営費 247247247247

○○○○ 特定保健指導人材確保・育成研修費特定保健指導人材確保・育成研修費特定保健指導人材確保・育成研修費特定保健指導人材確保・育成研修費 1,3611,3611,3611,361

 4,633  4,633  4,633  4,633 ○○○○ 地域保健従事者現任教育事業費等地域保健従事者現任教育事業費等地域保健従事者現任教育事業費等地域保健従事者現任教育事業費等 3,0253,0253,0253,025

(1,021,937)(1,021,937)(1,021,937)(1,021,937) ○○○○ 慢性肝炎患者のインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療に要慢性肝炎患者のインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療に要慢性肝炎患者のインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療に要慢性肝炎患者のインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療に要

する経費する経費する経費する経費

 851,592  851,592  851,592  851,592 

(23,815)(23,815)(23,815)(23,815) ○○○○ 健康ポータルサイトの運用に要する経費健康ポータルサイトの運用に要する経費健康ポータルサイトの運用に要する経費健康ポータルサイトの運用に要する経費

 1,961  1,961  1,961  1,961 

○○○○ イベントにおける健康チェックの実施に要する経費イベントにおける健康チェックの実施に要する経費イベントにおける健康チェックの実施に要する経費イベントにおける健康チェックの実施に要する経費 1,2361,2361,2361,236

○○○○ 中小事業所への健康づくりアドバイザーの派遣等に要する経費中小事業所への健康づくりアドバイザーの派遣等に要する経費中小事業所への健康づくりアドバイザーの派遣等に要する経費中小事業所への健康づくりアドバイザーの派遣等に要する経費

 3,737  3,737  3,737  3,737 2,5012,5012,5012,501

○○○○ がん対策推進協議会運営費がん対策推進協議会運営費がん対策推進協議会運営費がん対策推進協議会運営費 599599599599

○○○○ 地域がん診療連携拠点病院の機能強化事業への助成等地域がん診療連携拠点病院の機能強化事業への助成等地域がん診療連携拠点病院の機能強化事業への助成等地域がん診療連携拠点病院の機能強化事業への助成等 50,03150,03150,03150,031

○○○○ 肝炎ウイルス無料検査の実施等肝炎ウイルス無料検査の実施等肝炎ウイルス無料検査の実施等肝炎ウイルス無料検査の実施等 14,48514,48514,48514,485

(311,166)(311,166)(311,166)(311,166) ○○○○ がん診療施設整備に対する助成がん診療施設整備に対する助成がん診療施設整備に対する助成がん診療施設整備に対する助成 257,253257,253257,253257,253

○○○○ 企業との連携によるがん予防啓発等に要する経費企業との連携によるがん予防啓発等に要する経費企業との連携によるがん予防啓発等に要する経費企業との連携によるがん予防啓発等に要する経費 3,7283,7283,7283,728

 346,473  346,473  346,473  346,473 ○○○○ がん検診受診率向上対策事業費がん検診受診率向上対策事業費がん検診受診率向上対策事業費がん検診受診率向上対策事業費 1,8051,8051,8051,805

○○○○ 緩和ケア研修整備事業費緩和ケア研修整備事業費緩和ケア研修整備事業費緩和ケア研修整備事業費 425425425425

○○○○ 肝疾患診療連携拠点病院への助成肝疾患診療連携拠点病院への助成肝疾患診療連携拠点病院への助成肝疾患診療連携拠点病院への助成 7,9437,9437,9437,943

○○○○ がん検診評価点検事業費がん検診評価点検事業費がん検診評価点検事業費がん検診評価点検事業費 10,20410,20410,20410,204

(6,230,095)(6,230,095)(6,230,095)(6,230,095) ○○○○ 原因不明で治療方法が未確立の難病56疾患についての医療費原因不明で治療方法が未確立の難病56疾患についての医療費原因不明で治療方法が未確立の難病56疾患についての医療費原因不明で治療方法が未確立の難病56疾患についての医療費

6,128,5506,128,5506,128,5506,128,550

 6,592,681  6,592,681  6,592,681  6,592,681 ○○○○ 小児慢性特定疾患治療研究費小児慢性特定疾患治療研究費小児慢性特定疾患治療研究費小児慢性特定疾患治療研究費 464,131464,131464,131464,131

(26,832)(26,832)(26,832)(26,832) ○○○○

 35,652  35,652  35,652  35,652 

(40,560)(40,560)(40,560)(40,560) ○○○○ 福岡県難病団体連絡会に対する助成福岡県難病団体連絡会に対する助成福岡県難病団体連絡会に対する助成福岡県難病団体連絡会に対する助成 1,2801,2801,2801,280

○○○○ 難病患者地域支援ネットワーク事業費難病患者地域支援ネットワーク事業費難病患者地域支援ネットワーク事業費難病患者地域支援ネットワーク事業費 20,40720,40720,40720,407

 39,984  39,984  39,984  39,984 ○○○○ 在宅重症難病患者レスパイト入院事業費在宅重症難病患者レスパイト入院事業費在宅重症難病患者レスパイト入院事業費在宅重症難病患者レスパイト入院事業費 18,29718,29718,29718,297

○○○○ 心の健康づくり推進費心の健康づくり推進費心の健康づくり推進費心の健康づくり推進費 16,49316,49316,49316,493

(179,086)(179,086)(179,086)(179,086) ○○○○ 結核予防費結核予防費結核予防費結核予防費 5,7665,7665,7665,766

○○○○ 感染症予防費感染症予防費感染症予防費感染症予防費 153,492153,492153,492153,492

 264,689  264,689  264,689  264,689 ○○○○ 予防接種費予防接種費予防接種費予防接種費 81,71281,71281,71281,712

○○○○ 臓器移植等対策費臓器移植等対策費臓器移植等対策費臓器移植等対策費 7,2267,2267,2267,226

２２２２
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２２２２

２２２２

特特特特 定定定定 疾疾疾疾 患患患患 対対対対 策策策策 費費費費
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課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目
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しししし

てててて

健健健健

康康康康

でででで

過過過過

ごごごご

せせせせ

るるるる

社社社社

会会会会

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる
健健健健康康康康増増増増進進進進課課課課

保保保保健健健健衛衛衛衛生生生生課課課課

３３３３

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名

１１１１ ハハハハ ンンンン セセセセ ンンンン 病病病病 対対対対 策策策策 費費費費

県県県県 民民民民 健健健健 康康康康 づづづづ くくくく りりりり 推推推推 進進進進 費費費費

保保保保 健健健健 事事事事 業業業業 推推推推 進進進進 費費費費

款款款款

３３３３

血友病等についての医療費血友病等についての医療費血友病等についての医療費血友病等についての医療費

難難難難 病病病病 対対対対 策策策策 費費費費

健健健健康康康康増増増増進進進進課課課課

３３３３
５５５５
５５５５

３３３３
先先先先天天天天性性性性血血血血液液液液凝凝凝凝固固固固因因因因子子子子障障障障害害害害

治治治治 療療療療 研研研研 究究究究 事事事事 業業業業 費費費費

３３３３
２２２２

３３３３
疾疾疾疾 病病病病 予予予予 防防防防 対対対対 策策策策 費費費費

健健健健康康康康増増増増進進進進課課課課

医医医医療療療療指指指指導導導導課課課課

３３３３

県県県県 民民民民 健健健健 康康康康 づづづづ くくくく りりりり 支支支支 援援援援 費費費費

(   0)(   0)(   0)(   0)

２２２２

特特特特定定定定健健健健診診診診保保保保健健健健指指指指導導導導等等等等負負負負担担担担金金金金

生生生生 活活活活 習習習習 慣慣慣慣 病病病病 対対対対 策策策策 推推推推 進進進進 費費費費

慢慢慢慢 性性性性 肝肝肝肝 炎炎炎炎 対対対対 策策策策 費費費費

ポポポポ ーーーー タタタタ ルルルル ササササ イイイイ トトトト 活活活活 用用用用
健健健健 康康康康 づづづづ くくくく りりりり 支支支支 援援援援 費費費費

がががが んんんん 対対対対 策策策策 推推推推 進進進進 費費費費

新新新新
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（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

項項項項 目目目目

区区区区
　　　　
分分分分

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名
款款款款

(6,000)(6,000)(6,000)(6,000) ○○○○

・「心の電話」相談事業・「心の電話」相談事業・「心の電話」相談事業・「心の電話」相談事業 4,0004,0004,0004,000

 6,000  6,000  6,000  6,000 ・心の健康に関する知識の普及啓発等・心の健康に関する知識の普及啓発等・心の健康に関する知識の普及啓発等・心の健康に関する知識の普及啓発等 2,0002,0002,0002,000

○○○○ 自殺対策連絡協議会運営費等自殺対策連絡協議会運営費等自殺対策連絡協議会運営費等自殺対策連絡協議会運営費等 1,2571,2571,2571,257

○○○○ 市町が行うメンタルヘルス事業への技術的支援経費等市町が行うメンタルヘルス事業への技術的支援経費等市町が行うメンタルヘルス事業への技術的支援経費等市町が行うメンタルヘルス事業への技術的支援経費等 15,94015,94015,94015,940

○○○○ 自殺防止総合相談窓口運営費自殺防止総合相談窓口運営費自殺防止総合相談窓口運営費自殺防止総合相談窓口運営費 16,14616,14616,14616,146

○○○○ 自死遺族支援事業費自死遺族支援事業費自死遺族支援事業費自死遺族支援事業費 673673673673

○○○○ 自殺予防企業セミナー開催費自殺予防企業セミナー開催費自殺予防企業セミナー開催費自殺予防企業セミナー開催費 3,7933,7933,7933,793

○○○○ 「いのちの電話」支援事業費「いのちの電話」支援事業費「いのちの電話」支援事業費「いのちの電話」支援事業費 4,0004,0004,0004,000

○○○○ 自殺予防普及啓発事業費自殺予防普及啓発事業費自殺予防普及啓発事業費自殺予防普及啓発事業費 2,6762,6762,6762,676

○○○○ 市町村が行う自殺対策に対する助成市町村が行う自殺対策に対する助成市町村が行う自殺対策に対する助成市町村が行う自殺対策に対する助成 71,58571,58571,58571,585

○○○○ ゲートキーパー養成研修開催費ゲートキーパー養成研修開催費ゲートキーパー養成研修開催費ゲートキーパー養成研修開催費 13,58313,58313,58313,583

○○○○ 自殺未遂者の再発防止支援事業費自殺未遂者の再発防止支援事業費自殺未遂者の再発防止支援事業費自殺未遂者の再発防止支援事業費 20,21820,21820,21820,218

(6,889)(6,889)(6,889)(6,889) ○○○○ 連絡協議会開催費連絡協議会開催費連絡協議会開催費連絡協議会開催費 251251251251

○○○○ 支援コーディネーター設置費支援コーディネーター設置費支援コーディネーター設置費支援コーディネーター設置費 4,6264,6264,6264,626

 4,995  4,995  4,995  4,995 ○○○○ 支援者研修会開催費支援者研修会開催費支援者研修会開催費支援者研修会開催費 118118118118

(25,721)(25,721)(25,721)(25,721) ○○○○ 抗インフルエンザ薬の備蓄等に要する経費抗インフルエンザ薬の備蓄等に要する経費抗インフルエンザ薬の備蓄等に要する経費抗インフルエンザ薬の備蓄等に要する経費 372,355372,355372,355372,355

○○○○ 地域対策連絡会議運営費地域対策連絡会議運営費地域対策連絡会議運営費地域対策連絡会議運営費 1,1741,1741,1741,174

 373,529  373,529  373,529  373,529 

(83,157)(83,157)(83,157)(83,157) ○○○○ 命令入院患者経費命令入院患者経費命令入院患者経費命令入院患者経費 65,99965,99965,99965,999

○○○○ 通院患者経費等通院患者経費等通院患者経費等通院患者経費等 18,20718,20718,20718,207

 84,206  84,206  84,206  84,206 

(16,267)(16,267)(16,267)(16,267) ○○○○ 結核・感染症発生動向調査費結核・感染症発生動向調査費結核・感染症発生動向調査費結核・感染症発生動向調査費 16,30316,30316,30316,303

○○○○ 感染症危機管理対策費感染症危機管理対策費感染症危機管理対策費感染症危機管理対策費 542542542542

 16,845  16,845  16,845  16,845 

(14,961)(14,961)(14,961)(14,961) ○○○○

費費費費

 14,914  14,914  14,914  14,914 

○○○○ 歯科衛生推進費歯科衛生推進費歯科衛生推進費歯科衛生推進費 3,3583,3583,3583,358

○○○○ 8020運動歯科保健普及啓発費8020運動歯科保健普及啓発費8020運動歯科保健普及啓発費8020運動歯科保健普及啓発費 12,26612,26612,26612,266

(47,536)(47,536)(47,536)(47,536) ○○○○ 心身障害者等歯科保健医療推進費心身障害者等歯科保健医療推進費心身障害者等歯科保健医療推進費心身障害者等歯科保健医療推進費 3,2743,2743,2743,274

○○○○ 在宅歯科衛生士活用事業費在宅歯科衛生士活用事業費在宅歯科衛生士活用事業費在宅歯科衛生士活用事業費 1,8551,8551,8551,855

47,00347,00347,00347,003 ○○○○ 特殊歯科保健医療推進費特殊歯科保健医療推進費特殊歯科保健医療推進費特殊歯科保健医療推進費 1,0201,0201,0201,020

○○○○ 在宅歯科医療連携室整備モデル事業費在宅歯科医療連携室整備モデル事業費在宅歯科医療連携室整備モデル事業費在宅歯科医療連携室整備モデル事業費 4,9184,9184,9184,918

○○○○ 在宅歯科保健医療推進費在宅歯科保健医療推進費在宅歯科保健医療推進費在宅歯科保健医療推進費 20,31220,31220,31220,312

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○

 3,973  3,973  3,973  3,973 

福岡県地域精神保健協議会に対する助成福岡県地域精神保健協議会に対する助成福岡県地域精神保健協議会に対する助成福岡県地域精神保健協議会に対する助成

ひひひひ きききき ここここ もももも りりりり 対対対対 策策策策 推推推推 進進進進 費費費費

３３３３ ２２２２健健健健康康康康増増増増進進進進課課課課

保保保保健健健健衛衛衛衛生生生生課課課課 ３３３３ ３３３３

地地地地 域域域域 精精精精 神神神神 保保保保 健健健健 対対対対 策策策策 費費費費

感感感感 染染染染 症症症症 等等等等 予予予予 防防防防 対対対対 策策策策 費費費費

エエエエ イイイイ ズズズズ 予予予予 防防防防 対対対対 策策策策 費費費費

生生生生

涯涯涯涯

をををを

通通通通

しししし

てててて

健健健健

康康康康

でででで

過過過過

ごごごご

せせせせ

るるるる

社社社社

会会会会

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

５５５５

５５５５

３３３３ ４４４４ ２２２２

地地地地 域域域域 自自自自 殺殺殺殺 対対対対 策策策策 緊緊緊緊 急急急急

強強強強 化化化化 費費費費

歯歯歯歯 科科科科 口口口口 腔腔腔腔 保保保保 健健健健
推推推推 進進進進 費費費費

歯科保健推進計画策定に係る検討会及び実態調査に要する経費歯科保健推進計画策定に係る検討会及び実態調査に要する経費歯科保健推進計画策定に係る検討会及び実態調査に要する経費歯科保健推進計画策定に係る検討会及び実態調査に要する経費

(106,714)(106,714)(106,714)(106,714)

 149,871  149,871  149,871  149,871 

エイズに対する正しい知識の普及啓発及び医療体制の整備に要する経エイズに対する正しい知識の普及啓発及び医療体制の整備に要する経エイズに対する正しい知識の普及啓発及び医療体制の整備に要する経エイズに対する正しい知識の普及啓発及び医療体制の整備に要する経

歯歯歯歯 科科科科 衛衛衛衛 生生生生 推推推推 進進進進 費費費費

強強強強 毒毒毒毒 性性性性 イイイイ ンンンン フフフフ ルルルル エエエエ ンンンン ザザザザ

対対対対 策策策策 費費費費

結結結結 核核核核 関関関関 係係係係 医医医医 療療療療 療療療療 養養養養 費費費費

医医医医療療療療指指指指導導導導課課課課

新新新新
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（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

項項項項 目目目目

区区区区
　　　　
分分分分

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名
款款款款

○○○○ 寄附講座設置事業費寄附講座設置事業費寄附講座設置事業費寄附講座設置事業費 160,000160,000160,000160,000

○○○○ 緊急医師確保対策奨学金緊急医師確保対策奨学金緊急医師確保対策奨学金緊急医師確保対策奨学金 15,60015,60015,60015,600

○○○○ 病院施設設備整備費補助金病院施設設備整備費補助金病院施設設備整備費補助金病院施設設備整備費補助金 795,493795,493795,493795,493

○○○○ へき地ヘリポート整備費補助金へき地ヘリポート整備費補助金へき地ヘリポート整備費補助金へき地ヘリポート整備費補助金 168,847168,847168,847168,847

○○○○ ドクターヘリの夜間運航に要する運営費補助金ドクターヘリの夜間運航に要する運営費補助金ドクターヘリの夜間運航に要する運営費補助金ドクターヘリの夜間運航に要する運営費補助金 44,09644,09644,09644,096

○○○○ 地域医療情報管理システム整備費補助金地域医療情報管理システム整備費補助金地域医療情報管理システム整備費補助金地域医療情報管理システム整備費補助金 1,3031,3031,3031,303

○○○○ 地域医療連携システム整備費補助金地域医療連携システム整備費補助金地域医療連携システム整備費補助金地域医療連携システム整備費補助金 859,338859,338859,338859,338

○○○○ 地域看護師職場復帰支援事業費地域看護師職場復帰支援事業費地域看護師職場復帰支援事業費地域看護師職場復帰支援事業費 13,80013,80013,80013,800

(2,562,318)(2,562,318)(2,562,318)(2,562,318) ○○○○ 看護高等専修学校奨学金看護高等専修学校奨学金看護高等専修学校奨学金看護高等専修学校奨学金 9,3609,3609,3609,360

○○○○ デイホスピス事業運営費補助金デイホスピス事業運営費補助金デイホスピス事業運営費補助金デイホスピス事業運営費補助金 25,70725,70725,70725,707

 3,982,949  3,982,949  3,982,949  3,982,949 ○○○○

593,459593,459593,459593,459

○○○○ 看護師等養成所設備整備費補助金看護師等養成所設備整備費補助金看護師等養成所設備整備費補助金看護師等養成所設備整備費補助金 18,45418,45418,45418,454

○○○○ 看護教員養成講習会参加促進事業費看護教員養成講習会参加促進事業費看護教員養成講習会参加促進事業費看護教員養成講習会参加促進事業費 8,6738,6738,6738,673

○○○○ 感染症指定医療機関施設設備整備費補助金感染症指定医療機関施設設備整備費補助金感染症指定医療機関施設設備整備費補助金感染症指定医療機関施設設備整備費補助金 578,298578,298578,298578,298

○○○○ 病原体サーベイランス事業費病原体サーベイランス事業費病原体サーベイランス事業費病原体サーベイランス事業費 3,5783,5783,5783,578

○○○○ 地域救命救急センター整備費等地域救命救急センター整備費等地域救命救急センター整備費等地域救命救急センター整備費等 272,555272,555272,555272,555

○○○○ 看護補助者確保支援費等看護補助者確保支援費等看護補助者確保支援費等看護補助者確保支援費等 87,83887,83887,83887,838

○○○○ 在宅医療現場等で活用する患者情報共有システム整備費在宅医療現場等で活用する患者情報共有システム整備費在宅医療現場等で活用する患者情報共有システム整備費在宅医療現場等で活用する患者情報共有システム整備費

○○○○ 自治医科大学運営費負担金自治医科大学運営費負担金自治医科大学運営費負担金自治医科大学運営費負担金 127,000127,000127,000127,000

○○○○ へき地診療所運営費補助金へき地診療所運営費補助金へき地診療所運営費補助金へき地診療所運営費補助金 66,18566,18566,18566,185

○○○○ へき地医療拠点病院運営費補助金へき地医療拠点病院運営費補助金へき地医療拠点病院運営費補助金へき地医療拠点病院運営費補助金 23,22123,22123,22123,221

○○○○ へき地診療所施設設備整備費補助金へき地診療所施設設備整備費補助金へき地診療所施設設備整備費補助金へき地診療所施設設備整備費補助金 10,32110,32110,32110,321

(6,047)(6,047)(6,047)(6,047) ○○○○ 医療相談事業費医療相談事業費医療相談事業費医療相談事業費 4,5884,5884,5884,588

○○○○ 医療事故防止対策研修会等開催費医療事故防止対策研修会等開催費医療事故防止対策研修会等開催費医療事故防止対策研修会等開催費 1,4001,4001,4001,400

 5,988  5,988  5,988  5,988 

(2,603)(2,603)(2,603)(2,603) ○○○○

 2,604  2,604  2,604  2,604 

○○○○ 在宅医療推進会議運営費在宅医療推進会議運営費在宅医療推進会議運営費在宅医療推進会議運営費 1,6781,6781,6781,678

○○○○ 地域在宅医療支援センター運営費地域在宅医療支援センター運営費地域在宅医療支援センター運営費地域在宅医療支援センター運営費 8,0768,0768,0768,076

○○○○ 多職種協働による在宅チーム医療を担う人材育成費多職種協働による在宅チーム医療を担う人材育成費多職種協働による在宅チーム医療を担う人材育成費多職種協働による在宅チーム医療を担う人材育成費 3,9923,9923,9923,992

○○○○ 24時間訪問看護ステーション整備モデル事業費等24時間訪問看護ステーション整備モデル事業費等24時間訪問看護ステーション整備モデル事業費等24時間訪問看護ステーション整備モデル事業費等 16,16516,16516,16516,165

(211,765)(211,765)(211,765)(211,765) ○○○○

に対する助成に対する助成に対する助成に対する助成

 211,765  211,765  211,765  211,765 

○○○○ 救急医療施設運営費等補助金救急医療施設運営費等補助金救急医療施設運営費等補助金救急医療施設運営費等補助金 117,436117,436117,436117,436

○○○○ 自動体外式除細動器普及啓発費自動体外式除細動器普及啓発費自動体外式除細動器普及啓発費自動体外式除細動器普及啓発費 1,9261,9261,9261,926

○○○○ 救急医療協議会費救急医療協議会費救急医療協議会費救急医療協議会費 1,8111,8111,8111,811

○○○○ 歯科保健医療確保対策補助金歯科保健医療確保対策補助金歯科保健医療確保対策補助金歯科保健医療確保対策補助金 12,00012,00012,00012,000

○○○○ 救急医療普及啓発費救急医療普及啓発費救急医療普及啓発費救急医療普及啓発費 1,5001,5001,5001,500

○○○○ 救急医療情報センター運営費補助金救急医療情報センター運営費補助金救急医療情報センター運営費補助金救急医療情報センター運営費補助金 153,579153,579153,579153,579

○○○○ 救急医療施設等設備整備費補助金救急医療施設等設備整備費補助金救急医療施設等設備整備費補助金救急医療施設等設備整備費補助金 62,04262,04262,04262,042

○○○○ 救急勤務医支援事業費補助金救急勤務医支援事業費補助金救急勤務医支援事業費補助金救急勤務医支援事業費補助金 31,45531,45531,45531,455

(6,452)(6,452)(6,452)(6,452) ○○○○

 1,043  1,043  1,043  1,043 

(118,850)(118,850)(118,850)(118,850) ○○○○

・改築費・設備購入費に対する助成・改築費・設備購入費に対する助成・改築費・設備購入費に対する助成・改築費・設備購入費に対する助成

 454,159  454,159  454,159  454,159 

(29,000)(29,000)(29,000)(29,000) ○○○○

 86,500  86,500  86,500  86,500 

３３３３
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保保保保健健健健衛衛衛衛生生生生課課課課

医医医医療療療療指指指指導導導導課課課課

５５５５

２２２２

３３３３

地地地地 域域域域 医医医医 療療療療 再再再再 生生生生 事事事事 業業業業 費費費費

休日急患センター機能強化・成人病検診センター移転整備費補助金休日急患センター機能強化・成人病検診センター移転整備費補助金休日急患センター機能強化・成人病検診センター移転整備費補助金休日急患センター機能強化・成人病検診センター移転整備費補助金

３３３３
１１１１

４４４４

１１１１

２２２２
へへへへ きききき 地地地地 医医医医 療療療療 対対対対 策策策策 費費費費

(214,606)(214,606)(214,606)(214,606)

 226,727  226,727  226,727  226,727 

３３３３

医医医医 療療療療 安安安安 全全全全 推推推推 進進進進 費費費費

地地地地 域域域域 連連連連 携携携携 診診診診 療療療療

計計計計 画画画画 促促促促 進進進進 費費費費

３３３３ ４４４４ １１１１

平均在院日数の短縮を図るための地域連携（病院間）診療計画促進に平均在院日数の短縮を図るための地域連携（病院間）診療計画促進に平均在院日数の短縮を図るための地域連携（病院間）診療計画促進に平均在院日数の短縮を図るための地域連携（病院間）診療計画促進に

要する経費要する経費要する経費要する経費

在在在在 宅宅宅宅 医医医医 療療療療 推推推推 進進進進 費費費費

(28,010)(28,010)(28,010)(28,010)

 29,911  29,911  29,911  29,911 

ドドドドククククタタタターーーーヘヘヘヘリリリリ事事事事業業業業費費費費補補補補助助助助金金金金

高度救命救急センター（久留米大学病院）が行うドクターヘリの運航高度救命救急センター（久留米大学病院）が行うドクターヘリの運航高度救命救急センター（久留米大学病院）が行うドクターヘリの運航高度救命救急センター（久留米大学病院）が行うドクターヘリの運航

救救救救 急急急急 医医医医 療療療療 対対対対 策策策策 費費費費

(401,429)(401,429)(401,429)(401,429)

 381,749  381,749  381,749  381,749 

地地地地域域域域保保保保健健健健医医医医療療療療計計計計画画画画推推推推進進進進費費費費

地域保健医療計画の円滑な推進に要する経費地域保健医療計画の円滑な推進に要する経費地域保健医療計画の円滑な推進に要する経費地域保健医療計画の円滑な推進に要する経費

医医医医 療療療療 施施施施 設設設設 近近近近 代代代代 化化化化

施施施施 設設設設 整整整整 備備備備 費費費費 補補補補 助助助助 金金金金

患者の療養環境、医療従事者の勤務環境の改善等につながる病棟新築患者の療養環境、医療従事者の勤務環境の改善等につながる病棟新築患者の療養環境、医療従事者の勤務環境の改善等につながる病棟新築患者の療養環境、医療従事者の勤務環境の改善等につながる病棟新築

医医医医療療療療指指指指導導導導課課課課

３３３３ ４４４４ ２２２２

医医医医 療療療療 療療療療 養養養養 病病病病 床床床床 転転転転 換換換換

支支支支 援援援援 事事事事 業業業業 費費費費

医療療養病床の転換のための施設等の改修に対する助成医療療養病床の転換のための施設等の改修に対する助成医療療養病床の転換のための施設等の改修に対する助成医療療養病床の転換のための施設等の改修に対する助成

326,550326,550326,550326,550
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（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

項項項項 目目目目

区区区区
　　　　
分分分分

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名
款款款款

○○○○ 「看護の日」普及啓発費「看護の日」普及啓発費「看護の日」普及啓発費「看護の日」普及啓発費 542542542542

○○○○ 病院内保育所運営費補助金病院内保育所運営費補助金病院内保育所運営費補助金病院内保育所運営費補助金 102,024102,024102,024102,024

○○○○ 看護教員養成講習会開催費看護教員養成講習会開催費看護教員養成講習会開催費看護教員養成講習会開催費 15,22415,22415,22415,224

○○○○ 看護職員育成強化事業費看護職員育成強化事業費看護職員育成強化事業費看護職員育成強化事業費 1,6891,6891,6891,689

○○○○ 看護実習指導者講習会開催費看護実習指導者講習会開催費看護実習指導者講習会開催費看護実習指導者講習会開催費 3,3233,3233,3233,323

○○○○ 認定看護師育成事業費認定看護師育成事業費認定看護師育成事業費認定看護師育成事業費 13,52413,52413,52413,524

○○○○ 外国人看護師候補者就労支援事業費外国人看護師候補者就労支援事業費外国人看護師候補者就労支援事業費外国人看護師候補者就労支援事業費 2,8082,8082,8082,808

○○○○ 外国人看護師候補者研修体制支援事業費外国人看護師候補者研修体制支援事業費外国人看護師候補者研修体制支援事業費外国人看護師候補者研修体制支援事業費 2,7662,7662,7662,766

○○○○ 教育責任者研修費教育責任者研修費教育責任者研修費教育責任者研修費 1,2821,2821,2821,282

○○○○ 新人看護職員卒後研修費新人看護職員卒後研修費新人看護職員卒後研修費新人看護職員卒後研修費 93,49393,49393,49393,493

○○○○ 教務主任養成講習会事業費教務主任養成講習会事業費教務主任養成講習会事業費教務主任養成講習会事業費 18,12118,12118,12118,121

○○○○ 実地指導者研修費実地指導者研修費実地指導者研修費実地指導者研修費 1,1711,1711,1711,171

○○○○ 新人看護職員研修推進事業費新人看護職員研修推進事業費新人看護職員研修推進事業費新人看護職員研修推進事業費 830830830830

○○○○ 看護職員就労環境改善研修費看護職員就労環境改善研修費看護職員就労環境改善研修費看護職員就労環境改善研修費 824824824824

(752,547)(752,547)(752,547)(752,547) ○○○○ 看護師等養成所運営費補助金看護師等養成所運営費補助金看護師等養成所運営費補助金看護師等養成所運営費補助金 641,837641,837641,837641,837

○○○○ 看護師等修学資金貸付金看護師等修学資金貸付金看護師等修学資金貸付金看護師等修学資金貸付金 80,17280,17280,17280,172

 742,355  742,355  742,355  742,355 ○○○○ ナースセンター事業費ナースセンター事業費ナースセンター事業費ナースセンター事業費 20,34620,34620,34620,346

(11,070)(11,070)(11,070)(11,070) ○○○○

成成成成

 11,070  11,070  11,070  11,070 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○ 献血の推進に要する経費献血の推進に要する経費献血の推進に要する経費献血の推進に要する経費

 3,613  3,613  3,613  3,613 

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○  第４９回献血運動推進全国大会の開催に要する経費 第４９回献血運動推進全国大会の開催に要する経費 第４９回献血運動推進全国大会の開催に要する経費 第４９回献血運動推進全国大会の開催に要する経費

・時　期：平成25年７月・時　期：平成25年７月・時　期：平成25年７月・時　期：平成25年７月

 22,637  22,637  22,637  22,637 ・開催地：福岡市・開催地：福岡市・開催地：福岡市・開催地：福岡市

○○○○ ジェネリック医薬品使用促進協議会運営費ジェネリック医薬品使用促進協議会運営費ジェネリック医薬品使用促進協議会運営費ジェネリック医薬品使用促進協議会運営費 1,4791,4791,4791,479

ジジジジ ェェェェ ネネネネ リリリリ ッッッッ クククク 医医医医 薬薬薬薬 品品品品 (22,044)(22,044)(22,044)(22,044) ○○○○ 地域診療所・薬局研修費地域診療所・薬局研修費地域診療所・薬局研修費地域診療所・薬局研修費 347347347347

○○○○ モデル病院における採用実態調査費モデル病院における採用実態調査費モデル病院における採用実態調査費モデル病院における採用実態調査費 960960960960

使使使使 用用用用 促促促促 進進進進 費費費費  22,563  22,563  22,563  22,563 ○○○○

19,77719,77719,77719,777

(8,083)(8,083)(8,083)(8,083) ○○○○ 医療費適正化計画推進委員会運営費等医療費適正化計画推進委員会運営費等医療費適正化計画推進委員会運営費等医療費適正化計画推進委員会運営費等 1,4041,4041,4041,404

○○○○ 医療費分析調査費医療費分析調査費医療費分析調査費医療費分析調査費 5,0005,0005,0005,000

 6,404  6,404  6,404  6,404 

(51,770)(51,770)(51,770)(51,770) ○○○○ 国民健康保険高額療養資金貸付金国民健康保険高額療養資金貸付金国民健康保険高額療養資金貸付金国民健康保険高額療養資金貸付金

 50,000  50,000  50,000  50,000 

(4,749)(4,749)(4,749)(4,749) ○○○○

4,4544,4544,4544,454

○○○○ 県調整交付金県調整交付金県調整交付金県調整交付金 29,082,94629,082,94629,082,94629,082,946

○○○○ 保険基盤安定事業費保険基盤安定事業費保険基盤安定事業費保険基盤安定事業費 13,985,61413,985,61413,985,61413,985,614

○○○○ 高額医療費共同事業負担金高額医療費共同事業負担金高額医療費共同事業負担金高額医療費共同事業負担金 3,633,8833,633,8833,633,8833,633,883

○○○○ 保険者支援制度負担金保険者支援制度負担金保険者支援制度負担金保険者支援制度負担金 934,924934,924934,924934,924

(6,618)(6,618)(6,618)(6,618) ○○○○

 6,765  6,765  6,765  6,765 

(86,323)(86,323)(86,323)(86,323) ○○○○

生生生生活活活活福福福福祉祉祉祉資資資資金金金金貸貸貸貸付付付付事事事事業業業業費費費費

 104,772  104,772  104,772  104,772 

誰誰誰誰

もももも

がががが

必必必必

要要要要

なななな

医医医医

療療療療

をををを

受受受受

けけけけ

らららら

れれれれ

るるるる

社社社社

会会会会

をををを

つつつつ

くくくく

るるるる

看看看看 護護護護 職職職職 員員員員 育育育育 成成成成 強強強強 化化化化 費費費費

(251,777)(251,777)(251,777)(251,777)

257,621257,621257,621257,621
医医医医療療療療指指指指導導導導課課課課 ３３３３ ４４４４ ３３３３

第第第第 ４４４４ ９９９９ 回回回回 献献献献 血血血血 運運運運 動動動動 推推推推 進進進進
全全全全 国国国国 大大大大 会会会会 開開開開 催催催催 費費費費

福岡県薬剤師会が設置している薬事情報センターの運営費に対する助福岡県薬剤師会が設置している薬事情報センターの運営費に対する助福岡県薬剤師会が設置している薬事情報センターの運営費に対する助福岡県薬剤師会が設置している薬事情報センターの運営費に対する助

献献献献 血血血血 推推推推 進進進進 費費費費

看看看看 護護護護 職職職職 員員員員 確確確確 保保保保 対対対対 策策策策 費費費費

薬薬薬薬 事事事事 情情情情 報報報報 セセセセ ンンンン タタタタ ーーーー

運運運運 営営営営 費費費費 補補補補 助助助助 金金金金

薬薬薬薬 務務務務 課課課課 ３３３３ ４４４４ ４４４４

地域で連携したジェネリック医薬品の普及促進等に要する経費地域で連携したジェネリック医薬品の普及促進等に要する経費地域で連携したジェネリック医薬品の普及促進等に要する経費地域で連携したジェネリック医薬品の普及促進等に要する経費

３３３３ ５５５５ １１１１ 医医医医 療療療療 費費費費 適適適適 正正正正 化化化化 推推推推 進進進進 費費費費

５５５５ ２２２２

市町村保険者等の指導に要する経費市町村保険者等の指導に要する経費市町村保険者等の指導に要する経費市町村保険者等の指導に要する経費

国国国国 民民民民 健健健健 康康康康 保保保保 険険険険 助助助助 成成成成 費費費費

(47,483,284)(47,483,284)(47,483,284)(47,483,284)

 47,637,367  47,637,367  47,637,367  47,637,367 

国国国国 保保保保 運運運運 営営営営 適適適適 正正正正 化化化化 対対対対 策策策策 費費費費

市市市市町町町町村村村村保保保保険険険険者者者者等等等等指指指指導導導導事事事事務務務務費費費費

国国国国 民民民民 健健健健 康康康康 保保保保 険険険険 広広広広 域域域域 化化化化 等等等等

支支支支 援援援援 基基基基 金金金金 積積積積 立立立立 金金金金

国保事業の広域化等を支援するための基金の積立てに要する経費国保事業の広域化等を支援するための基金の積立てに要する経費国保事業の広域化等を支援するための基金の積立てに要する経費国保事業の広域化等を支援するための基金の積立てに要する経費

県社協の低所得者世帯への生活福祉資金貸付事務に対する助成県社協の低所得者世帯への生活福祉資金貸付事務に対する助成県社協の低所得者世帯への生活福祉資金貸付事務に対する助成県社協の低所得者世帯への生活福祉資金貸付事務に対する助成

福福福福祉祉祉祉総総総総務務務務課課課課 ５５５５ ２２２２ １１１１

医医医医療療療療保保保保険険険険課課課課

３３３３

新新新新
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（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

項項項項 目目目目

区区区区
　　　　
分分分分

課　名課　名課　名課　名
科　目科　目科　目科　目

予　算　額予　算　額予　算　額予　算　額 説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明説　　　　　　　　明事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名事　　項　　名
款款款款

○○○○ 診療報酬明細書等点検充実事業費診療報酬明細書等点検充実事業費診療報酬明細書等点検充実事業費診療報酬明細書等点検充実事業費 22,65822,65822,65822,658

○○○○ 年金受給資格調査支援事業費年金受給資格調査支援事業費年金受給資格調査支援事業費年金受給資格調査支援事業費 36,63736,63736,63736,637

(100,049)(100,049)(100,049)(100,049) ○○○○ 特別生活指導等支援事業費特別生活指導等支援事業費特別生活指導等支援事業費特別生活指導等支援事業費 22,26422,26422,26422,264

○○○○ 適正受診指導事業費適正受診指導事業費適正受診指導事業費適正受診指導事業費 13,26113,26113,26113,261

 134,993  134,993  134,993  134,993 ○○○○ 　 適正実施巡回指導事業費　 適正実施巡回指導事業費　 適正実施巡回指導事業費　 適正実施巡回指導事業費 10,91810,91810,91810,918

○○○○ 　 家計簿調査事業費　 家計簿調査事業費　 家計簿調査事業費　 家計簿調査事業費 3,8483,8483,8483,848

○○○○ 特別指導監査事業等特別指導監査事業等特別指導監査事業等特別指導監査事業等 25,40725,40725,40725,407

(190,851)(190,851)(190,851)(190,851) ○○○○ 自立・就労支援事業費自立・就労支援事業費自立・就労支援事業費自立・就労支援事業費 152,769152,769152,769152,769

○○○○ 長期入院患者社会復帰促進費長期入院患者社会復帰促進費長期入院患者社会復帰促進費長期入院患者社会復帰促進費 41,44941,44941,44941,449

 194,564  194,564  194,564  194,564 ○○○○ 稼働能力判定会議の運営費稼働能力判定会議の運営費稼働能力判定会議の運営費稼働能力判定会議の運営費 346346346346

(   0)(   0)(   0)(   0) ○○○○

に要する経費に要する経費に要する経費に要する経費

 34,194  34,194  34,194  34,194 

(28,696)(28,696)(28,696)(28,696) ○○○○ 実態調査に要する経費実態調査に要する経費実態調査に要する経費実態調査に要する経費 1,2211,2211,2211,221

ホホホホーーーームムムムレレレレスススス等等等等自自自自立立立立支支支支援援援援費費費費 ○○○○ ホームレス自立支援推進協議会の運営費等ホームレス自立支援推進協議会の運営費等ホームレス自立支援推進協議会の運営費等ホームレス自立支援推進協議会の運営費等 1,4071,4071,4071,407

 27,628  27,628  27,628  27,628 ○○○○ 矯正施設退所者の支援に要する経費矯正施設退所者の支援に要する経費矯正施設退所者の支援に要する経費矯正施設退所者の支援に要する経費 25,00025,00025,00025,000

住住住住 宅宅宅宅 手手手手 当当当当 緊緊緊緊 急急急急 特特特特 別別別別 措措措措 置置置置 (48,652)(48,652)(48,652)(48,652) ○○○○

事事事事 業業業業 費費費費  41,387  41,387  41,387  41,387 

市市市市 町町町町 村村村村 離離離離 職職職職 者者者者 等等等等 (1,574,212)(1,574,212)(1,574,212)(1,574,212) ○○○○

住住住住 宅宅宅宅 ・・・・ 生生生生 活活活活 支支支支 援援援援 対対対対 策策策策 費費費費  1,437,001  1,437,001  1,437,001  1,437,001 

(36,416,197)(36,416,197)(36,416,197)(36,416,197) ○○○○ 扶助費扶助費扶助費扶助費 35,291,28935,291,28935,291,28935,291,289

生生生生 活活活活 保保保保 護護護護 費費費費 ○○○○ 生活保護費県負担金生活保護費県負担金生活保護費県負担金生活保護費県負担金 1,274,8391,274,8391,274,8391,274,839

 36,566,128  36,566,128  36,566,128  36,566,128 

中中中中 国国国国 帰帰帰帰 国国国国 者者者者 地地地地 域域域域 生生生生 活活活活 (16,964)(16,964)(16,964)(16,964) ○○○○ 中国帰国者に対する自立を促進するための経費中国帰国者に対する自立を促進するための経費中国帰国者に対する自立を促進するための経費中国帰国者に対する自立を促進するための経費

支支支支 援援援援 事事事事 業業業業 費費費費  17,134  17,134  17,134  17,134 

(29,901)(29,901)(29,901)(29,901) ○○○○ 中国残留邦人等の生活支援に要する経費中国残留邦人等の生活支援に要する経費中国残留邦人等の生活支援に要する経費中国残留邦人等の生活支援に要する経費

中中中中国国国国残残残残留留留留邦邦邦邦人人人人等等等等生生生生活活活活支支支支援援援援費費費費

 31,226  31,226  31,226  31,226 

社社社社

会会会会

的的的的

にににに

厳厳厳厳

しししし

いいいい

状状状状

況況況況

にににに

ああああ

るるるる

生生生生

活活活活

困困困困

窮窮窮窮

者者者者

等等等等

をををを

支支支支

ええええ

るるるる

生生生生活活活活保保保保護護護護安安安安定定定定運運運運営営営営対対対対策策策策等等等等

事事事事 業業業業 費費費費

生生生生 活活活活 保保保保 護護護護 自自自自 立立立立 促促促促 進進進進 費費費費

住居を喪失した離職者等への住宅手当支給に要する経費住居を喪失した離職者等への住宅手当支給に要する経費住居を喪失した離職者等への住宅手当支給に要する経費住居を喪失した離職者等への住宅手当支給に要する経費

市町村が行う離職者等の住宅・生活支援対策に対する助成市町村が行う離職者等の住宅・生活支援対策に対する助成市町村が行う離職者等の住宅・生活支援対策に対する助成市町村が行う離職者等の住宅・生活支援対策に対する助成

子子子子どどどどもももものののの健健健健全全全全育育育育成成成成支支支支援援援援費費費費

生活保護世帯の中学生及びその親を対象とする生活習慣等の改善支援生活保護世帯の中学生及びその親を対象とする生活習慣等の改善支援生活保護世帯の中学生及びその親を対象とする生活習慣等の改善支援生活保護世帯の中学生及びその親を対象とする生活習慣等の改善支援

５５５５ ５５５５ ２２２２
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