
別添
事　　・務　　連　　絡

平成23年3月31日

各都道府県　衛生主管部（局）御中

環境省総合環境政策局環境保健部企画課
　　　　　　　　　保　健　業　務　室
　　　　　　　　　特殊疾病対策室
　　　　　　　　　石綿健康被害対策室

独立行政法人　環境再隼保全機構

　　　　　　　　　石綿健康被害救済部一

東北地方太平洋沖地震による被災者の公費負軍医療の請求等の取扱いについて

　標記公費負担医療等の取扱いについては、「東北地方太平洋沖地震被災地にお

けるr公害健康被害の補償等に関する法律」・r水俣病被害者の救済及び水俣病問

題の解決に関する特別措置法」r石綿による健康被害の救済に関する法律』等に

係る公費負担医療等の取扱いについて（依頼）」〈平成23年3月14日事務連絡）

により、既に連絡したところでありますが、今般、保療費の請求等の事務につい

て、下記砂とおり取り扱うこととするので、貴管下関係機関への周知方をよろし

くお願いします。

　なお、診療報酬の請求等の事務については、平成23年3月2’9日付で、厚生

労働省保険局医療課より、事務連絡が別途発出されてマ・ることを申し添えますg

また、公害健康被害の補償等に関する法律に基づく診療報酬の請求においてもザ

同通知の記1及び2の規定を準用することとします。

記

　医療機関等は、以下の手帳の対象者であるとの申し出により、同手帳の畢示を

受けずに取り扱った場合は、次の方法によられたいこと。

1．公害医療手帳
　　　医療機関等は、公害医療手帳の対象の申し出があった場合、認定を受けた

　都道府県知事又は公害健康被害の補償等に関する法律第4条第3項の政令で

　‘定める市（別紙中1．）に照会した上で、公害診療報酬請求書及び公害診療

　報酬明細書等を用いて当該自治体に請求すること。

2．水俣病総合対策費補助金交付要綱に基づく医療手帳等

　　　医療機関等は、水俣病総合対策費補助金交付要綱に基づく医療手帳、保健



手帳、水俣病被害者手帳茂水俣病認定申請者医療手帳、水俣病要観察者等医

療手帳及びメチル水銀に係る健康影響調査研究事業要綱に基づく医療手帳の．

対象の申’ ｵ出があった場合、明細書の記入に当た6ては、公費負担者番号（別’

紙中2．）を付すとともに、氏名欄の余白に住所を記載し、審査支払機関に

請求すること。

　ただレマ受給者番号が確認もきた場合には記載することとし、この場合に

おいては住所を記載する必要がないこと。

3・石綿偉康被害医療手帳　’　　　　　　一，、　　、　，　　　　　　’

　　一医療機関等は1石綿健康被害医療手帳の対象の申し出があった場合・明細

　．書の記入に当牽っては、’公費負担者番号（認定疾病にかかる医療［6．614’一

　　10111）を付すとともに、’氏名欄の余白に住所を記載し、．審査支払機関

　，に請求すること。

　　　ただし、、受給者番号が確認もきた場合には記載するとととし、この場合に

　　茜いては住所は記載する必要がなや）；と・



別紙

　（旧第一種地域）

1．

県市区名 電話番号 所　　　　属 郵便番号 住　　所

千葉市 043－245－5186 千葉市役所
環境局環境保全部環境調整

ﾛ環境保健係
〒260－0872

千葉市中央区千葉港

P－1

千代田区 03－5211－8161 千代田区役所
保健福祉部健康推進課保健

¥防係
〒101－0054

千代田区神田錦町．

R－10

中央区 03－3546－5400
　　　一
�寞譁� 福祉保健部管理課保健係 〒104－8404

　　■
�寞謦z地1－H

港区 03－3455－4773 みなと保健所
保健所保健予防課公害補償

S当
〒107－0052 港区赤坂4－1－26

新宿区 03－5273－3048 新宿区役所
健康部健康推進課公害保健

W
〒160－0022

新宿区新宿5－1ε一21

謫�~庁舎分館

文京区 03－5803－1225 文京区役所
保健衛生部予防対策課保健

¥防係
〒112－8555 文京区春日H6－21

台東区 03」3847r9492 台東保健所
健康部生活衛生課公害保健

S当
『〒110－0015 育東区東上野4－22－8

品川区 03－5742－6747 品川区役所
健康福祉事業部健康課公害

竢梃W
　鞠ｧ140－8715 品川区広町2－1－36一

大田区 03－5744－1246 大田区保健所
一保健所健康づくり課公害保

柱W
〒144－8621

大田区蒲田5二13－14

目黒区 03」5722r9407 目黒区役所
健康推進部健康推進課公害

ﾛ健係
〒153－8573 目黒区上目黒2－19－1与

東
京
都

渋谷区 03－3463τ2433

渋谷区役所（※4／1より迭釜区保健所）

福祉保健部地域保健課公害

ﾛ健係　（楽ダ1より保健所地域 〒150－8P10 渓谷区宇田川町H

保健課地域医療係（公害担当））

豊島区．． 03－3987－4220
豊島区池袋保

衷

保健福祉部地球保健課公害

ﾛ健係
〒170－8422 豊島区東池袋｝18－1

北区 03－3908－9019 北区役所・
健康福祉部障害福祉課公害

ﾛ健係
〒114－8508 北区王子本町1－15－22

板橋区 03－3579二2303 板橋区保健所
健康いきがい部予防対策課

�Q保健グループ
〒173－0014 板橋区大山東町32－15

墨田区
σ3－5608－6190 墨田区役所

福祉保健部保健衛生担当保

柱v画課公害補償担当
〒130－8640．

墨田区吾妻橋1－23－20

江東区 03－3647－9564 江東区保健所
保健所健康推進課令書補償

W
〒135－0016 江東区東陽2－1－1

荒川区
03－3802－3111

i内線424）
荒川区保健所

健康部保健予防課公害保健

W　　　　’

〒116－850ゑ 荒川区荒川2－1H

足立区
03－3880－5111

i内線2127）
足立区役所

衛生部衛生管理課公害保健

W
〒120－8510

足立区中央本町

P－17－1

葛飾区　　　、 03－5654－8564 葛飾区保健所
保健所地域保健課公害保健

W
〒124－8555 葛飾区立石5－13－1

江戸川区 03－5662－1414 江戸川区役所
健康部健康推進課公害補償

W
〒132－8501 江戸川区中央1－4－1

横浜市． 045－671－2493 横浜市役所
健康福祉局保健事業課公害

ﾛ健担当
〒231－0017 横浜市中区港町1－1

川崎市 044」200－2488 川崎市役所

健康福祉局保健医療部環境一保健課

〒210－8577
川崎市川崎区宮本町

P

富士市 0545－55－2739 富士市役所
保健部保健医療課保健総務

S当
〒417－8601 富士市永田町1－100

名古屋市 052－972－2689 名古屋市役所
環境局地域環境対策部公害

ﾛ健課給付係
〒460－8508

名古屋市中区三の丸

R－1－1．

愛知県 052－954－6209 愛知県庁
環境部環境：政策課法規・融

早E補償グループ
〒460－8501

名古屋市中区三の丸
R－1－2’



別紙
t

県市区名 電話番号 所　　　　属 郵便番号 住　　所一

四日市市 059r354一8278 犀日市市喪所 環壌部環境保全課公害保健

W
〒510－8601 四日市市謙訪町1－5

大阪市一 06－664？一〇793 大阪市保健所
健康福祉局保健所保健稔務

S当審査・給付係
〒545－8じ・5 大阪市阿倍野区旭町

P－2－7－1000．

一豊中市 06τ6858－2280 豊中市役所
健康福祉部健康支援室企画
Oノレープ

〒560－0023
豊中市岡上の町

Q－1－15

吹田市 06ロ5384－1827 吹田市役所
福祉保健部地域福祉室福祉．

獄ｱ課公害塵康補償係
〒564－85印，吹田市泉町1－3－40・

大
阪
府
、

守口市． 06－6992－2422 守口市市民保

茶Zンター
健康蔀健康推進課公害担当 〒570一σ033 守口市大宮通1ヲ；3－7

東大阪市 072鼎96q－3802
東大阪市保健 健康福祉局健康部保健所健

Nづくり課公害担当
　1ｧ578－0941

東大阪市岩田町．

揶黷R－22－300

、入尾市 　　　’O72－92478536’ ノ梶市役所
健康福祉部保健推進課公害

纓ﾃ係
。〒581－0003 八尾市本町1－1－1

．堺市 072－228－7582 堺市役所
健康福祉局健康部健康医療

驩謇ﾛ公害補償係
〒590－0078． 堺市堺区南瓦町斜

神戸市’． 073－322－5248 神戸市役所

保健福祉局健康部地域保健
ﾛ偉康づくり支援係　（※4／1

謔闔燈沁ルﾇ健康臼健康づくり
〒650－8570

神戸市中央区加納町

U－5－1

支援課保健事業係）

、尼崎市 06－4869r301gI 尼崎市役所’ 億康福祉局公害健康補償課 〒660－0052

尼崎市七松町11－3－1－502

倉敷市 086－426r3398 倉敷市役所
保健福祉局保険部摩擦給付課公害認定給付係

〒710－8565 鰍市西中新田64・

岡山県． ’086－226r733◎ 岡中県庁
保健福祉部医薬安全課臓器・

x移植・薬物対策班
〒700－85学0 岡山市内山下2・4」6

北九州市 0σ3－522－8722 北九州市役所
保健福祉局総合保健福祉セ

塔^ー管理課公害保健係
〒8・2－85与・ 北九州市小倉北区馬

ﾘ1－7－1

大牟田市 0944」41－2669 大牟田市役所
保健福祉部健康対策課公害一

竢梺S当
〒836輯8666． 大牟由市有明町2τ3し

（第二種地域（うち慢性ヒ素中毒症）

県市区名 電話番号 所属 郵便番号 住所

島根県一 0852－22－5254 島根県庁 健康福祉部薬事衛隼課感染

ﾇグループ
〒690τ8561 松江市殿町1

宮崎県 0985ラ26－7082 宮崎県庁・
環境森林部環境管理課県境’

R査担当
1〒830－8与01 宮崎市橘通東2乙10－1・

2．

熊本県 鹿児島県・ ’新潟県
．． V潟市’

医
療
事
業

医療手帳

@　　　、

・輔纓ﾃ
諟

51433019

W8433016

51463016

W8463013
51153013．
W8153010

水俣病被害者手帳
i療養手当あり）

医療

諟
、51433019

W8433016

51463016
W8463013

・51153013

W8153010’

水俣病被害者手帳
i療養手当なし）

医療・

諟�P
51433027・

W8433024

51463024

W8463021
．51153021

W8153028　一

保健手帳 轟医療

諟
一51433027

W8433024

51463024、

W8463021・

51153021

W8153028

申請者医療事業． 医療

諟

51433035・

W8433032一

51463032

D88463039

51153039

W8153036

51153047

W8153044・
メチル水銀健康影響調査研

�幕ﾆ

’医療『一

諟�D

51433043

W8433040

／


