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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
生活福祉委員会資料
継～公金の取扱マニュアル
継～古紙回収分類
選挙事務
常～保健所システム
外部訪問者入室記録簿
ワンストップサービス　資料
大容量ファイル送受信サービス
私物利用許可
継～住民記録端末個人ログイン
継～個別システム管理運用基準・セキュリティ実施基準
情報課通知・調査
番号制度
番号制度関連システム緊急対応訓練
常～保健所システム付番
情報化推進委員会
情報セキュリティ（研修・監査）
防災対策
継～目黒区震災復興マニュアル
継～業務継続計画（BCP）策定
行財政改革調査
継～災害時用援護者対策行動マニュアルの指針
継～災害時保健医療救護活動マニアル
継～総合庁舎消防計画
調査・回答
通知文書
常～議案の立案請求
継～目黒区事故見舞金支給要綱・事故処理の手引き
継～ファイル基準表
料金後納郵便物差出票（各課用）
常～引継予定表
文書通知
共同印刷
常～目的外利用申請
常～個人情報開示請求
常～捜査関係事項照会書
区民の声
常～個人情報業務登録
常～窓口サービス
くらしのガイド
めぐろ区報
ホームページ・携帯サイト
区報掲載予定・原稿
広報課通知
主要事業にかかわる進捗状況
継～情報公開・個人情報保護制度

課外事業 保育者登録名簿、実施結果報告・集計
主査が担う専門的な事務の調査（保健予防課）
事務引継書
時間外労働・休日労働に関する協定届
身分証明書
人事通知
継～旧姓使用
非常勤職員
産休育休代替臨時職員の雇用
子の看護休暇申請書
出退勤時刻データ修正記録簿
職務専念義務免除申請書
部分・育児休業
継～服務の手引き
休暇届
給与減額免除申請簿
通勤手当認定経路一覧表
職員給与チェックリスト
給与通知
旅行命令申請（タクシー領収書等）
職場研修・派遣研修
研修案内
研修生推薦（決定分及び結果通知）
安全衛生
健康管理
福利通知
被服貸与
財務通知
事務用品請求
継～物品名鑑
備品総括表
支出負担行為決定書
契約依頼書
公用携帯電話の利用　契約申込
常～計量器検査委託
債権者登録
契約通知
各種機器点検報告書
連絡用カードの発注
予定額増減

保健予防課 共通

人事・給与

財務会計

庶務

人事

情報システム

調査・通知

企画・防災

例規・要領

文書

広報

産休代替臨時職員・非常

勤職員
服務

給与

研修

福利・厚生

契約

財務会計全般
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
納品書（年間契約）
年間契約書
常～自転車点検ＴＳマーク付帯保険
常～産業廃棄物マニフェスト
予算要求通知・調査
平成３１年度補正予算
平成３２年度予算見積書
平成３２年度予算要求事項説明書
予算に関する要望（国・都）
平成３２年度予算見積資料
平成３２年度予算要望書（各会派）
歳出管理
歳入管理
予算流用
支出予定確認表
予算執行計画・配当通知
監査資料
決算資料
決算・監査通知
決算参考資料
主要な施策の成果報告書作成資料
三者協通知・五者協通知
熱中症対策
継～目黒保健センター診療所開設許可申請
継～保健福祉サービス苦情調整委員会
セルフメディケーション税制に伴う証明書交付について
継～産業廃棄物処理ガイドブック
継～花粉症対策
診療所等開始廃止状況
産業廃棄物管理票交付等状況報告書
継～保健事業の賠償保険
保健衛生調査・回答
保健衛生に関する通知（国・都・その他機関）
継～健康危機管理マニュアル
継～健康危機管理支援情報システム
常　新型コロナウイルス感染症（COVID-１９）

スマイルプラン（子ども総合計画）
地域保健･健康増進事業報告
事業概要
健康めぐろ２１
保健衛生事務事業に係る定期報告
保健医療福祉計画実績調査
男女平等推進計画実績調査
障害者福祉計画
自殺対策計画
障害者福祉のしおり

調整会議等 児童相談所移管検討委員会資料

継～歯科医師臨床研修
医学生等実習
継～保健所実習マニュアル
継～特別区医師臨床研修実施要綱
都　包括補助事業資料
都　包括補助事業計画書・報告書

感染症予防事業費等負担

(補助）金
感染症予防事業費等負担金・補助金

健康増進事業にかかる都

補助金
健康増進事業都補助金

感染症対策特別促進事業
エイズ対策促進事業
特定感染症検査等事業

結核医療費負担金・補助

金
常～結核医療費国庫負担・補助金

事務委託金 常～医療費助成申請事務

人事課収受押印済個人番号提供カード専用封筒（法定調書用）
臨時職員通知
継～口座振替依頼書
雇用承諾書兼勤務条件明示書
個人番号取得事務管理簿（法定調書用）
臨時職員調査・回答
臨時職員雇用決定
賃金・報酬支払台帳
継～精神保健福祉士
継～履歴書

支払 支払表兼勤務表
収納金収入報告書
継～レジスターマニュアル

現金出納簿

事後調定一覧表
歳入調定 歳入調定(収入日計)及び収入伝票

手書き領収書（控え）
保健所手数料(納入済通・領収書)
保健所使用料(納入済通・領収書)

歯科会計カード 会計カード（歯科）
健診会計カード 会計カード（づくり）
診断書発行会計カード 会計カード（手数料）

保健予防課

財務会計

保健所共通

補助金・交付金

臨時職員

受付・会計

決算・監査

保健所共通全般

実習生

納入済通・領収書

医療保健政策区市町村包

括補助

疾病対策事業費等補助金

契約

予算編成

予算執行

通知・調査・検討会

健康危機管理

事業概要・実績

臨時職員全般

履歴書

受付・会計全般
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
難病対策 常～難病対策資料

住民税関係情報（提供依頼）
医療費助成判定結果照会
難病ほか医療費助成通知(都)・調査
難病説明会資料

難病申請 難病申請書

常～難病医療費助成申請台帳
重要文書受領書
常～難病医療費助成申請書兼受理整理簿
骨髄移植ドナー資料
骨髄移植ドナー要綱
骨髄移植ドナー調査・回答
骨髄移植ドナー申請書
骨髄移植ドナー補助金
骨髄移植ドナー広報
骨髄移植ドナー要請書
常～予防接種協力承諾書･医師公告(インフル)
インフルエンザ接種依頼書(発行.受理)
インフルエンザ予防接種実施
インフルエンザ予防接種医療機関通知
高齢者インフルエンザ予防接種予診票
高齢者インフルエンザ予防接種他区の通知・案内
インフルエンザ免除対象リスト
高齢者インフルエンザ予防接種対象者リスト
常～高齢者肺炎球菌相談・苦情等処理票
常～高齢者肺炎球菌　公告
高齢者肺炎球菌予防接種実施　医療機関名簿、周知文書ほか
高齢者肺炎球菌予防接種依頼書
高齢者肺炎球菌予防接種　実施起案、契約、システム
高齢者肺炎球菌他区の通知・案内
常～予防接種主要通知
高齢者肺炎球菌誤請求
常～３０年度肺炎球菌予防接種免除対象リスト
常～高齢者肺炎球菌台帳
高齢者肺炎球菌再交付・転入
高齢者肺炎球菌予防接種調査・通知
常～３１年度肺炎球菌予防接種免除対象リスト
高齢者用肺炎球菌予診票
高齢者用肺炎球菌支払
継～機能訓練保険資料
機能訓練事業
紹介状・受診結果送付書
健康づくり健診予約受付簿
健診成績表
健康づくり健診事業

肝炎検査 常～肝炎検査
健康診断票(健康づくり

健診)
健康づくり健診・健康診断票

常～バイク便による検体搬送
バイク便検体等授受確認表
防疫体制及び連絡通報業務
保健予防課事業日程打ち合わせ
地域保健・健康増進事業報告
事業概要
区民の声対応
報酬支払台帳
都健康安全研究センター検査手数料
常～住民税額照会に伴うシステム改修
常～救急搬送サーベイランス
常～患者の移送
常～一類感染症患者の遺体搬送
支払調書作成台帳
常～保健所システム（結核管理）
常～物品・備蓄品・備品
常～番号制度（マイナンバー）
常～東京都感染症健康危機管理ネットワークシステム
常～個人情報業務登録
常～健安研Ｗｅｂ会議
常～手洗いチェッカー取扱説明書
調査・回答
個人情報送受信作業記録
常～個人情報送受信の際の保健予防課マニュアル
常～大容量ファイル送受信サービス利用申請
感染症診査協議会
委員の報酬・旅費
常～感染症診査協議会委嘱
常～感染症診査協議会運営
入院延長についての意見聴取
感染症診査協議会通知・調査
常～感染症法目黒区細則

常～目黒区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する様式を定める要

綱

常～感染症法通知
常～感染症法改正（H２１～）
欠勤・遅参・早退届

保健予防課

医療費助成

骨髄移植ドナー助成

高齢者インフルエンザ

支出・予診票

医療費助成全般

肺炎球菌予防接種

成人老人保健老人保健

健康づくり推進

高齢者インフルエンザ

骨髄移植ドナー助成

庶務

共通

法律・条令・要綱

臨時職員

大容量ファイル送受信

サービス

感染症診査協議会

共通

健康づくり健診受付

難病認定結果
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～履歴書・口座振替依頼書
旅行命令簿（即日帰庁）
雇用承諾書兼勤務条件明示書
臨時職員調査・通知
臨時職員雇用決定
賃金減額免除申請簿
出勤表
結核指定医療機関の申請及び指定
結核指定医療機関の変更及び辞退
常～結核に関する特定感染症予防指針
常～結核医療基準
常～結核指定医療機関指定書
常～結核指定医療機関名簿（区内）
常～結核集団発生事例
常～結核通達・通知
常～結核通知(事例等)
常～結核入院医療機関
結核予防推進プラン（東京都）
常～都区事務配分見直し（結核指定医療機関）
常～東京都結核予防行動計画
結核指定医療機関の指定等の周知
結核資料
結核予防週間
講演会・講習会・研修
世界結核デー
調査・回答
常～結核院内感染予防の手引き
常～結核集団感染対策マニュアル
結核サーベーランス年末統計
継～結核登録者情報システム
結核各種調査報告
常～結核管理図
初発患者調査報告
結核健康診断実績報告
医療費公費負担処理報告
常～厚生労働省監査 （資料）
常～厚生労働省監査 （通知・監査結果）
常～後期高齢者に対する結核医療費の償還払い
結核支払原義
結核医療費支払状況調
レセプト連名簿
レセプト請求同意書
常～結核医療費審査点検
結核過誤請求
結核レセプト点検・結果
結核レセプト請求
常～結核支払過誤手順
常～結核菌搬送マニュアル
結核関連文書翻訳依頼
常～結核管理システム
常～結核ビジブルカード
結核入院勧告起案
結核患者届出書
結核患者送付票(転出)
結核患者に関する相談
医療機関変更届・住所変更届
常～削除ビジブルカード
常～結核登録除外者名簿
常～多剤耐性者ビジブルカード
転入結核患者登録票
入退院結核届出票
患者票
常～結核菌検査依頼要領
<病院名>結核連携会議
<病院名>DOTS会議
外国人結核患者服薬支援員派遣依頼
常～ＤＯＴＳ
常～薬局ＤＯＴＳ
常～目黒区服薬支援事業
常～外国人結核患者服薬支援員派遣制度
ＤＯＴＳ修了者
常～薬剤耐性関連資料
常～目黒区結核患者訪問服薬支援事業実施要綱
＜病院名＞ＤＯＴＳカンファレンス
常～活動性分類
常～コホート検討会実施方法
常～コホート検討会
常～結核リーフレット諸外国版
結核検討会
常～抗結核薬
コホート検討会（月例）
コホート検討会統計資料
常～結核保健指導基準
結核公費負担申請却下・返却
結核医療費公費負担申請諮問
結核医療費公費負担決定報告書

保健予防課

結核対策

結核予防

結核医療費

結核支払過誤調整

患者管理指導

臨時職員

結核予防全般

結核予防資料

結核登録者情報システム

厚生労働省監査

結核統計・報告

患者管理

服薬支援

公費負担
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
結核公費負担申請書
常～公費負担受給者番号一覧（３７条、３７条の２）
常～公費負担（厚生労働省からの通知）
住民税関係情報確認

第二公費 常～目黒区結核・精神医療給付金の支給に関する規則
定期病状調査報告書
常～定期病状調査事業実施要領
定期病状調査支払
日本語学校健診
常～日本語学校結核健康診断実施要領
管理検診
巡回健診実施計画書（接触者健診）
常～ＢＣＧ・コッホ現象報告書
常～ＱＦＴ
常～ｔ－ｓpot 検査
常～ツベルクリン
常～結核接触者健診
常～接触者健診実施
常～複数保健所が関わる事例に関する検討会
接触者健診勧告書
接触者健診終了
職員定期健診における接触者健診対象者について
常～医師会委託健診
家族・接触者健診

定期健診報告 定期健診報告

結核健診等実施報告書 結核健診等実施報告書
常～新型コロナウイルス感染症通知
説明会資料
感染症予防啓発
感染症全般通知
感染症に係わる調査回答
感染症に係わる研修
常～包装責任者養成講習会
常～多剤耐性菌等相談（感染管理専門家）

常～ＨＴＬＶ－１総合対策

紹介状発行者一覧
感染症対策担当者連絡会
感染症対応研修
常～感染症指定医療機関
常～学校・保育園欠席者サーベイランスシステム
常～学校保健安全法施行規則
感染症連絡会
常～感染症対応に係る個人情報の取扱いについて
常～麻しんに関する特定感染症予防指針
麻しん抗体検査（保健所職員）
麻しん対策全般
常～麻しん対策会議
常～保育園・幼稚園・学校等における麻しん患者発生時の対応マニュアル
常～麻しんに関するガイドライン
常～麻しん対策ブロック会議
麻しん対策通知
常～麻しん検査診断
常～麻しん対策ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
常～麻しん対策実施計画
常～感染症診査協議会負担金
講師謝礼
常～感染症医療費公費負担事務通知
感染症医療費公費負担決定
感染症公費負担申請書・同意書等
感染症入院患者住民税額確認表
感染症医療費公費負担申請諮問
健康診断勧告等起案
入院勧告・就業制限等
感染症支払原義
感染症レセプト連名簿
感染症支払原義
感染症レセプト連名簿
常～備蓄品関係
常～新型インフルエンザ対策連絡会
新型インフルエンザ対策通知
区民への周知
新型インフルエンザ庶務
新型インフルエンザ調査・研修
常～訓練資料
常～抗インフルエンザ薬管理
常～特措法等
常～危機管理机上訓練
常～新型インフルエンザ患者移送業務に関する契約
常～感染症患者隔離搬送用バッグ
常～啓発誌作成
常～新型インフルエンザ記者会見資料
常～新型インフルエンザ対策室設置・運営マニュアル見直し検討
常～各部行動マニュアル策定
常～国行動計画
常～事業継続計画

保健予防課

結核対策

結核健康診断

感染症対策

新型インフルエンザ対策 新型インフルエンザ対策

全般

公費負担

定期病状調査報告書

定期健康健診

接触者健診

感染症全般

麻しん対策

支出処理

公費負担

感染症医療費全般

行動計画等

行政措置
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～特別区計画等
常～新型インフルエンザ消防署・学校における計画・マニュアル（国・都）
常～目黒区新型インフルエンザ等対策行動計画策定等会議設置要綱
常～都計画等
常～他区計画等
常～新型インフルエンザ等対策行動計画
常～指定（地方）公共機関業務計画
医療機関への連絡
常～新型インフルエンザ等地域医療確保ブロック会議

常～新型インフルエンザ等感染症地域医療体制整備事業　区内訓練実施資料
常～休日診療所資料
＜法人名＞との協議
常～新型インフルエンザ医療体制
常～新型インフルエンザワクチン接種手引き・要綱
常～特定接種
常～四類感染症患者発生時における保健所内の連携体制マニュアル
常～重症熱性血小板減少症候群（SFTS）
常～新種のコロナウイルス感染症
常～鳥インフルエンザA（H７N９）積極的疫学調査実施要領
常～鳥インフルエンザA（H７N９）臨床情報まとめ
常～鳥インフルエンザA（H７N９）
常～鳥インフルエンザ対応マニュアル
常～東京都感染症疑い患者一時受入医療機関受入謝金交付事業
常～動物由来感染症対策
常～目黒区天然痘テロ対策行動計画
鳥インフルエンザ対応
防疫活動連絡用カード
感染症報告依頼
調査・報告
病原体レファレンス事業
常～新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ-１９）
常～エボラ出血熱
常～食品媒介感染症発生時の目黒区担当課連携協力手引き
常～中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）
常～ゆうパックによる検体送付
常～蚊媒介感染症
常～蚊媒介感染症に関する連絡会
常～感染症診療協力及び感染症入院医療機関
常～SARS
常～ウエストナイル熱
常～クロイツフェルト・ヤコブ病
常～院内感染対策
常～感染症連絡会
常～健康管理検便実施要綱
常～検体採取の手引き
四類感染症
新型コロナウイルス感染症
関係者調査等
蚊媒介感染症
コレラ
ＶＲＥ
常～エボラ出血熱健康監視対象者
侵襲性髄膜炎感染症
先天性風しん症候群
中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）
腸チフス・パラチフス
腸管出血性大腸菌感染症
風疹
麻しん
疥癬
健康管理検便保菌者通知書
五類感染症
その他の感染症
感染症健康相談（未発生届）
細菌性赤痢
嘔吐・下痢等集団発生事例に対する感染症及び食品の合同調査
麻しん
風疹
百日ゼキ（経過など）
常～VRE区内病院院内感染事例
常～カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症
クラスター発生事例
ＲＳウイルス感染症
疥癬
流行性耳下腺炎
流行性角結膜炎
溶連菌咽頭炎
不明熱
伝染性紅斑
水痘
受理に至らなかった相談
感染性胃腸炎
咽頭結膜熱
ヘルパンギーナ・手足口病
インフルエンザ
常～海外予防接種医療機関

保健予防課

新型インフルエンザ対策

防疫業務

医療連携

予防接種

防疫業務全般

行動計画等

感染症発生時対応

集団発生時対応

保健指導
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～感染症の消毒液消毒方法
常～微量採血器具の不適切使用
常～保育園登園基準
常～国内予防接種医療機関
常～消毒
常～検便結果
常～健康調査票
常～経過記録
常～関係施設
常～目黒区感染症集団感染事例検討会
常～園の情報
常～対応全般
常～報告書
常～園から保護者通知文
常～患者管理
常～感染症流行予測調査
感染症発生動向調査事業に関する調査・回答
常～感染症発生動向調査システムマニュアル
感染症発生動向調査事業の実施
病原都微生物検査情報
感染症発生届
感染症発生動向調査・定点報告
感染症定点観測コメント
感染症調査年報
インフルエンザに関する通知
インフルエンザ疾患関連死亡者数迅速把握事業
インフルエンザ疾患調査
常～ＨＩＶ法関係
常～エイズ対策要綱・要領
ＨＩＶ感染者情報・エイズ発生動向
エイズ対策促進事業
エイズ対策調査回答
研修・講演会通知
エイズ対策通知

事業実施起案
検査予約簿
検査予診票
エイズ相談・ＨＩＶ検査実施報告
HIV抗体検査に関する相談
ＨＩＶ検査に関する通知・調査
常～針事故対応マニュアル
常～ＨＩＶ・性感染症検査資料
検査成績書
検査申込書
常～ＨＩＶ・ＳＴＤ相談検査流れ図
常～HIV抗体検査陽性者対応
常～HIV感染防止のための予防内服用マニュアル
結果告知医師の派遣
常～HIV臨時職員マニュアル
常～エイズ連携会議
常～区西南部エイズ連携会議
常～目黒区エイズ対策推進連絡調整会議録
常～エイズ診療協力病院一覧
常～HIV・STD/AIDS教育相談マニュアル
常～エイズ予防・啓発普及実施団体
ポスター・パンフレット
エイズ予防月間・エイズデーキャンペーン
ＨＩＶ検査普及週間
常～学園祭展示
光化学スモッグ通知
常～光化学スモッグ被害対応マニュアル
常～光化学スモッグ被害者報告様式
常～光化学スモッグ緊急対策要綱
常～研修･講演会･報告
常～健康教育
常～ＩＣＮ連絡会
常～新人保健師指導計画
常～実習生指導
感染症通信
常～目黒区保健師業務連絡会
常～特別区保健師会
常～　地域保健・健康増進事業報告
常～　目黒区事業概要
常～保健師業務年報
常～保健師が提出する統計一覧
常～各種統計調査
月報
雇用承諾書兼勤務条件明示書

臨時職員雇用決定
賃金・報酬支払台帳（サービス係）
常～臨時職員採用退職ツール

常～法定調書処理手順

事業実施計画書
支払書兼勤務表
口座振替ＦＤ

保健予防課

集団発生事例

集団発生時対応

防疫業務

感染症発生動向調査

HIV・STD対策

インフルエンザ調査

光化学スモッグ対策

エイズ対策会議

HIV・AID医療病院相談

エイズ予防啓発

光化学スモッグ対策

保健師活動全般

臨時職員全般臨時職員

支払

統計

感染症に関する保健師活

動

エイズ対策全般

HIV・STD検査

保健指導

発生届・定点報告



 令和元年度 行政情報目録 （健康福祉部・福祉事務所・保健所 保健予防課）

8／15

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
領収証書
振込明細一覧表
納付書兼納入済通知書
賃金支出起案
常～口座振替ＤＶＤ
報償費等支出起案
風しん第５期抗体検査クーポン券交付台帳
常～長期療養等による定期予防接種特例措置
常～保健所システム資料
常～予防接種ワクチン供給一時停止
常～品川区の医療機関における予防接種事故
常～予防接種の接種ミスに関する資料
常～五者協・三者協契約単価
予防接種要綱
常～おたふくかぜ予防接種一部助成開始
常～震災避難者への予防接種対応
常～特別区自治体総合賠償責任保険（任意予防接種）
常～任意予防接種調査・回答
常～予防接種モバイルサービス
常～予防接種後健康状況調査事業
常～予防接種後副反応報告書集計報告書
常～予防接種事故・苦情処理
常～予防接種主要通知
予防接種記録票交付台帳
予防接種済英文証明
予防接種ワクチン一時供給遅延
常～DPT予防接種資料
常～ＢＣＧ予防接種資料
常～Ｂ型肝炎説明会・承諾書
常～ポリオ予防接種事故
常～ポリオ予防接種中止に係る取扱いについて
常～４種混合承諾書
常～ＢＣＧ説明会・承諾書
常～Ｂ型肝炎予防接種資料
常～コッホ現象事例報告
常～ポリオ予防接種資料
常～不活化ポリオワクチン承諾書
常～ヒブワクチン予防接種資料
常～ヒブワクチン予防接種承諾書
常～小児用肺炎球菌予防接種承諾書
常～予防接種終了期間シール誤表記
常～風しん抗体検査及び予防接種費用助成事業通知・承諾書
常～風しん予防接種資料
常～子宮頸がん予防接種承諾書
常～３ワクチン承諾書
常～予防接種改定関係麻しん.風しん
常～予防接種に関する通知（日本脳炎)
常～風しん緊急対策承諾書
常～水痘・高齢者の肺炎球菌承諾書
常～子宮頸がん予防接種資料
常～子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業・補助金
常～ＭＭＲワクチンの取り扱い
常～３ワクチン統計資料
常～目黒区風しん抗体検査及び予防接種費用助成事業実施要綱・要領
常～麻しん排除計画

対象者リスト 対象者リスト(ＢＣＧなど各種予防接種)

接種記録票 接種記録票
予防接種調査･回答
予防接種通知
予防接種実施･契約
常～接種予診票冊子版検討資料
常～予防接種協力承諾書･医師公告（一般）
医療機関変更通知
常～風しん抗体検査・予防接種第５期委任状（非<法人名>分）

予防接種乗入れ清算 予防接種相互乗入れ分支出収入

委託料支払い 予防接種委託料請求書（写）
常～予防接種依頼書の取扱い
予防接種依頼書受理・記録票交付
予防接種依頼書発行・報告受理
常～予防接種被害者健康手帳(個人名)
常～予防接種障害年金支給資料
常　過年度予防接種都負担金給付額修正
予防接種事故対策費都負担金
予防接種障害年金支給原義
健康被害
常～任意予防接種の健康被害発生事例に係る資料
翌年度母子事業準備
データヘルス時代の母子保健情報利活用
翌年度母子事業検討
母子保健調査回答
母子保健事業担当者連絡会
常～子ども・青少年事業担当者連絡調整会
常～母性健康管理指導事項連絡カード
常～健やか親子２１調査回答
常～東京都先天性代謝異常検査事業
子育てポータルサイト・アプリ

保健予防課

予防接種名簿

予防接種

定期予防接種

予防接種（幼児以降）

臨時職員

支払

予防接種全般

予防接種（乳児）

予防接種依頼書

健康被害 障害年金(予防接種)

予防接種健康被害

母子保健共通 母子事業全般
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
母子保健事業等の実施に係る感染症対策
常～こんにちは赤ちゃん事業
常～安心こども基金
常～子ども事故予防対策事業補助金
常～児童環境づくり基盤整備事業の国庫補助要綱
常～次世代育成支援交付金
常～妊婦健康診査事業補助金
常～妊婦健康診査事業補助金要綱等
母子保健補助金の担当者
常～母子保健衛生費等国庫負担（補助）金交付要綱（一部改正）
常～出産・子育て応援事業補助金
常～利用者支援事業
常～公害健康被害予防事業に関する助成金
常～要支援家庭の早期発見・支援事業
常～母子保健医療対策等総合支援事業
常～＜法人名＞・契約医療機関との契約
常～国保連合会との契約
常～社会保険診療報酬支払基金との契約
常～妊婦・乳児健診契約医療機関変動通知
常～＜非法人名＞との契約
常～母子保健事業委託契約単価等改定承諾書
常～健康診査協力承諾書・辞退届
常～厚生労働省からの通知
常～東京都からの通知
母子保健通知
母子保健事業の実施状況調査
母子保健事業報告
母子保健情報一覧
翌年度母子予算準備
常～東京都不妊検査等助成事業
東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則、実施細目
常～子育て支援事業等説明会資料

常～東京都妊婦・乳児・精密健康診査、新生児聴覚検査、保健指導票実施要綱（標

準要綱）
常～東京都先天性代謝異常等検査実施要綱
常～東京都母子保健対策事業関係要綱
常～出産・子育て応援事業実施要綱関係

常～母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱（母子保健衛生費国庫補助含む）
常～震災避難者への対応
常～厚生労働省通知
常～目黒区保健指導実施要綱
常～目黒区新生児聴覚検査実施要綱
常～目黒区精密健康診査実施要綱
常～神経芽細胞腫検査実施要綱要領
常～里帰り等妊婦健診助成事業実施要綱
常～妊産婦歯科健康診査実施要綱・要領
常～目黒区乳児健康診査（６か月児・９ヶ月児）実施要綱
常～母子手帳取扱要領
常～乳児健診（４ヶ月児）実施要綱
常～３歳児健診要綱
常～１歳６ヵ月児健診要綱
常～目黒区妊婦健康診査実施要綱
常～ハローベビークラス実施要綱
常～妊産婦訪問指導要綱
常～新生児訪問指導要綱
常～療育相談要綱
常～障害者医療費（育成医療）国庫負担金
常～育成医療診療報酬返還等
常～育成医療・療育給付（都交付金）
常～育成医療（都負担金）
常～養育医療
常～診療報酬の返還（育成）
常～障害者医療費育成医療（国庫負担金）
常～養育医療要綱
常～養育医療費補助事業
常～養育医療費支出資料
常～養育医療給付費用徴収要領
常～養育医療引き継ぎ書

常～疾病により長期にわたり療養を必要とする児童に対する療育指導について
特別区への権限移譲
養育医療支払い
養育医療券(写)申請書類
養育医療給付申請
常～東京都養育医療助成関連の要綱
常～養育医療受給者番号
常～養育医療機関名簿
常～養育医療の一部負担金の取扱いについて
常～未熟児養育事業の実施（国通知）
診療報酬の返還（養育医療）
常～養育医療公費負担番号
常～妊娠高血圧症候群等医療費助成申請・支払
常～妊娠高血圧症候群等医療費助成（処理中）
常～妊娠高血圧症候群支給台帳
常～妊娠高血圧症候群資料
常～妊娠高血圧症候群事務マニュアル

保健予防課

育成・養育補助金

養育医療

母子保健共通 母子事業全般

母子補助金

母子契約書

母子保健通知

母子保健事業報告

妊娠高血圧症候群

母子保健要綱・通知

（都）

母子保健要綱・通知

（国）

母子保健要綱要領（区） 母子保健要綱要領全般

母子相談・指導・訪問要

綱

母子給付

母子保健要綱・通知

（国・都）
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～妊娠高血圧症候群等助成申請
常～妊娠高血圧症候群実施要綱

保健指導票 常～保健指導票交付（申請）
育成医療券交付申請
育成医療支出
常～育成医療兼交付台帳
育成医療診療報酬等支払確定額報告書
認定審査会連絡票
常～育成医療受給者番号簿
常～育成医療･療育給付公費負担番号通知
常～育成医療･療育給付認定審査会への申請書類送付方法等
常～児童福祉法に基づく補装具の種目委託報酬の額等に関する基準
常～身障福祉法･児童福祉法に基づく補装具の指定について(育成医療)
常～育成医療及び療育給付事業実施要綱（東京都）
常～育成医療指定医療機関名簿
常～育成医療負担金･費用徴収基準
常～日常生活用具給付事業費補助金
常～医療券等交付決定通知書
常～医療費助成申請台帳（小児慢性）
常～医療費助成申請書等受理兼整理簿
常～小児慢性事務費交付金
常～日常生活用具給付申請
小児慢性疾患申請書
小児慢性疾患事務通知
常～日常生活用具給付事業要綱(国・都)
重要文書受領書
常～東京都特定不妊治療に係る医療費の助成
常～在宅重症心身障害児（者）訪問事業
重要文書送付決定書・受領書（在宅重心）
母子手帳全般
母子手帳の郵送交付等について
母子手帳作成
常～母子手帳交付事務通知
常～母子手帳及び母子保健バック交付マニュアル
常～母子手帳の様式の改正
常～外国語版母子手帳
常～出生通知票
常～妊婦健診改正通知（HTLV-１関係）
乳幼児健診依頼書
常～妊婦健診通知
東京都著作物の複製承認申請
常～妊婦健診研修資料(HTLV-１)
常～妊婦健康診断実施変更資料
５歳児健診リスト
乳児健康診査受診票交付・再交付申請書
５歳児健診
１歳６か月健診請求書控
常～５歳児健診マニュアル・資料
妊婦･乳児国保連内訳
常～＜法人名＞支払口座一覧
常～国保連事務委託手引
妊婦･乳児国保連支払
妊婦乳児健康診査直接請求分支払い（自由診療）
保健指導票結果請求
精密健診（妊婦･乳児）支払基金支払
常～東京都社会保険診療報酬支払基金委託資料（精密検査）
常～母体保護法指定医師の指定
常～妊婦健診・保健指導・乳児健診・妊娠高血圧・幼児健診名簿
常～先天性代謝異常医療機関名簿
３歳児健診　受診日変更リスト

里帰り等妊婦健康診査 里帰り等妊婦健康診査費助成
常～妊婦歯科健診全般
妊婦歯科健診契約・支払
妊婦歯科受診票
妊婦歯科健診受付票・台帳
フッ素塗布実施
常～歯科検診用ユニット資料
フッ素塗布対象者リスト
むし歯予防処置実施報告書
歯科健診消耗品等
通訳依頼書
電子計算処理（母子事業）
母子事業に関する情報提供
母子保健対策起案（＜法人名＞等依頼）
母子保健対策起案（事業実施・経費の支出）

母子事業調査・統計 常～乳幼児身体発育調査
健康相談
歯科相談保健指導集計票
１歳６か月児歯科健診保健指導集計票
３歳児健診集計票
４か月児健診集計票
アレルギー健診
パパママの育児教室報告書
パパママの育児教室
母親学級（受講者名簿）
育児学級

保健予防課

母子保健事業運営【管轄

地域事業】

母子事業集計票

母子保健教育

育成医療申請・交付

妊婦･乳児全般

妊娠高血圧症候群

育成医療療育給付制度

その他の助成

小児慢性疾患

乳児健診(１･６か月、５

才)

母子手帳

社保支払基金

国保連合会

母子給付

母子歯科保健

むし歯予防

事業運営全般

妊婦歯科健診

妊婦･乳児等健康診査

母子保健事業運営

母子名簿
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～母親学級（保健資料）
常～妊婦、乳児、１・６か月、３歳児 精密健診受診票
母子精密受診票発行簿
紹介状
常～精密健診受給者番号
１歳６か月健診アンケート
乳児健診アンケート
３歳児健診アンケート

出生通知表 出生通知表
常～母子管理カード
母子管理カード（平成２５年生れ）
母子管理カード作成簿
常～新生児妊産婦訪問指導の手引き
常～訪問指導員求人
常～訪問指導用品貸与
訪問指導員（保険、指導員証他）
新生児・産婦訪問指導票　
母子保健訪問指導依頼（目黒⇔他）
業務連絡会
ゆりかご面接券
妊娠届出書
ゆりかご面接券
ゆりかご応援グッズ配布
常～妊娠届出書集計表
妊娠届出書
妊娠届出書に関する調査・回答
新生児聴覚検査受診票交付・再交付申請書
新生児聴覚検査受診票
妊婦健診受診票

６･９健診受診票 ６･９か月乳児健診結果通知票

１･６歳時健診受診票 １･６歳児健診受診票
５歳児健診集計表（委託分）
５歳児健診受診票
常～精神保健福祉手帳
常～精神保健通知文
常～自殺対策（通知文）
精神保健事業医師等依頼書
精神保健講演会
精神保健原議
精神デイケア総合補償
常～自殺対策（うつ病予防）啓発活動
常～自立支援医療（精神通院）及び精神障害者福祉手帳等通知文
常～自殺対策（地域自殺対策強化基金事業）
常～自殺対策（統計データ）
精神保健通知文書
精神保健回答文書
自殺対策
ゲートキーパー養成研修
申請取り下げ

精神デイケア運営会議
常～東京都精神保健福祉の動向（特別区・島しょ編）調査・回答
常～老人精神保健相談要領
常～保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領

常～東京都地域自殺対策緊急強化交付金事業実施要領・東京都地域自殺対策緊

急強化補助金交付要綱
常～精神保健資料（国・都・区・その他）

常～精神科夜間休日救急診療実施要綱
常～精神保健取扱要領
ＮＨＫ放送受信料免除証明願
常～認知症高齢者精神科専門医療事業実施要綱
常～精神障害社会適応訓練
常～医療保護入院について
常～精神科夜間休日救急診療体制（変更）
常～精神障害者社会復帰施設利用

精神通報処理 精神保健２３条通報
小児精神病申請書
常～精神通院申請書
精神保健福祉手帳交付台帳
医療受給者証
重要文書送付書（都→区）
精神通院認定結果報告書兼医療受給者証送付表
常～郵便物誤配送
自立支援医療申請却下分

精神会議 精神デイケア運営会議
常～立案請求
歯科事業起案
歯科＜法人名＞
歯科衛生士会
歯科宛送付資料
歯科保健業務連絡会
歯科事業報告書
災害・防災・医療救護活動
歯科医療福祉計画
歯科保健目標
健康教育教材

保健予防課

母子管理カード

委託健診受診票・妊娠届

精神保健全般

精神医療費

精神保健

母子健診アンケート

母子管理カード

訪問指導

母子保健事業運営【管轄

地域事業】

妊娠届出書

５歳児健診受診票

母子保健教育

母子精密健診

歯科保健 歯科保健全般

事業報告関連

歯科計画・対策

歯科予算

妊婦健診受診票

要綱

精神社会復帰
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
被服貸与

物品
歯科予算
妊産婦歯科健診
成人歯科健康診査
成人・老人全般
介護予防
８０２０運動

在宅歯科 常～在宅訪問指導記録カード
研修会案内
広報・ホームページ
歯と口の健康週間
所外健康教育
紹介状・依頼書
印刷
母子事業全般
１歳６ケ月児歯科健診
３歳児歯科健診
５歳児健診・フッ素
歯科相談
常～歯科相談票
高圧蒸気滅菌器保守管理作業書
歯科薬剤
管理栄養士国家試験受験要領
栄養研修
栄養通知通達
定期報告
目黒区保健所栄養士連絡会
保健所栄養士会
栄養精神保健事業
栄養母子事業
区報原稿
生活習慣病講座
栄養事業実施計画表
栄養指導業務報告
栄養衛生教育（外部依頼）
プレママクッキング
糖尿病食品交換病勉強会
食と健康講座
栄養講習会
ハローベビークラス食事アンケート
常～巡回栄養相談チーム（災害）登録表
常～健康めぐろ２１
巡回栄養相談チーム（災害）勉強会
災害栄養相談・食支援講演会
災害時巡回栄養相談チーム栄養士育成要領
常～食品表示
巡回栄養相談チーム（災害）研修予定表
介護予防事業
栄養予算
常～特定給食施設届出（開始・廃止届）
常～東京都給食施設指導マニュアル
常～特定給食施設栄養指導報告
特定給食管理講習会
特定給食施設名簿
給食届出事項変更届
特定給食施設栄養管理報告書
特定給食施設現状調査
特定給食施設数調査
常～特定給食施設栄養改善知事賞

栄養名簿 栄養講習会受講者名簿

栄養指導資料 常～栄養乳児・幼児・妊産婦
学生実習通知
実習生名簿
診断書・細菌検査書

栄養調査 国民・健康栄養調査
食物アレルギー
常～日本人の食事摂取基準（２０１５年版）
常～宅配治療食カタログ
常～災害時の栄養・食生活支援等資料
栄養カタログ
常～成年後見制度
備品一覧（保健師管理）
区民の声対応
常～ファイリングシステム（保健相談）
常～区保健所組織改正
常～広報・衛生一口メモ
常～東京都個人情報の保護に関する条例
常～保健指導新人オリエンテーション
常～物品
常～職員緊急連絡
常～目黒区事故見舞金等支給要綱
常～被服
常～事業反省
常～パート職員に関すること

保健予防課

栄養事業

保健予防課事業

特定給食

学生実習

栄養指導

歯科母子

母子事業

歯科保健

栄養資料

成人・老人歯科

歯科医療全般

栄養通知

歯科予算

歯科健康教育

母子事業全般

保健指導共通 保健指導共通全般

人事・服務

業務分担
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～パート職員履歴書
常～非常勤職員に関すること
常～在宅人工呼吸器使用者　災害時支援
大震災時における目黒区保健師行動マニュアル
常～災害時避難所配布チラシ等
健康教育資料・実施録
健康教育依頼文書・内容
常～目黒区保健師業務連絡会
南部ブロック保健所保健師会
特別区保健師会（本会）
常～目黒区保健師係長会
地域ケア部会
区西南部地域リハビリテーション連絡会
５地区担当者連絡会
関係機関との連絡会
常～要保護児童対策地域協議会
常～母子保健事業担当者連絡会
常～児童相談所設置に関する事項
医療的ケア児に関する会議
要保護児童対策地域協議会行政機関進行管理会議（前期）
重度心身障害児（者）訪問看護事業関係者連絡会
要保護児童対策地域協議会行政機関進行管理会議（後期）
都・区会議その他
常～目黒区高次脳機能障害者支援連絡会
東京都依存関連機関連携会議
目黒区精神保健福祉関連施設等の連絡会（さんまの会）
認知症相談と医療の連携会議
地域生活移行支援会議１０区連絡会
精神科医療地域連携会議
常～DV防止関連連絡会議
常～訪問看護ステーションからの説明会
常～目黒区犯罪被害者等支援庁内連絡会議
生活困窮者担当者会議
研修案内（四半期ごと）
研修一覧
研修計画表
職場研修
派遣研修
常～研修実績
常～学生実習オリエンテーション資料
常～目黒区学生実習マニュアル
常～保健師学生の臨地実習マニュアル(合同オリエンテーション資料等)
保健所実習誓約書
見学実習（研修医等）
助産師学生実習
保健師学生実習（２０日間コース）共通
保健師学生実習（学校別）
事業実績前年度分
目黒区の保健衛生事業概要前年度分
保健師業務年報前年度分
常～統計マニュアル
常～統計書式
常～保健師業務量算定資料
保健師活動表（四半期ごと）
保健師活動表（集計）
母子保健事業報告前年度分
保健師活動領域調査
シックハウス対策実施状況調査
配偶者暴力に関する相談件数の調査
薬物相談実績状況調査
目黒区保健医療福祉計画　実績調査
目黒区男女平等・共同参画推進計画調査
目黒区青少年に関する事業報告前年度分
目黒区障害者計画　実績及び評価
目黒区子ども総合計画　実績及び自己評価
母子保健情報一覧帳票
調査統計（単発）四半期ごと
医療に関する相談受付件数調査
福祉行政統計報告（４３５表　区市町村における相談支援）
健康めぐろ２１事業実績報告

健康増進法等による健康増進事業に係る都補助金の事業実績報告について
精神保健福祉相談・訪問指導実績報告
地域保健・健康増進事業報告前年度分
常～健康づくり健診（保健相談当日資料）
常～Ｂ・Ｃ肝炎検査
常～妊婦健康診査未受診妊婦への相談支援
常～先天性代謝異常等検査フロー図
常～健やか親子２１
常～目黒区講座等開催に伴う一時保育
常～未把握乳幼児一覧
常～目黒区子育てパートナー派遣事業
常～用紙（子育て世代包括支援センター）
打ち合わせ資料（子育て世代包括支援センター）
常～関連実施要項など（子育て世代包括支援センター）
子ども家庭課からの連絡票
ゆりかご・めぐろ（出産子育て応援事業）予約簿・統計

保健予防課

会議（母子）

会議（その他）

研修

学生・医師　実習

年報

統計

会議（精神）

母子管理

報告

保健指導共通

業務分担

災害対策

健康教育

都・区保健師会

会議（成人・高齢者）

健づくり事業

保健指導母子

保健指導成人
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
産後ケア
妊娠届（写し）・アンケート
常～妊娠・出産包括支援事業
常～予防接種（BCG）
常～予防接種（定期）
常～講師・医師依頼経過等
常～母子保健事業講師連絡先
常～健康相談
常～紹介状・発行用紙
常～新生児聴覚検査
常～乳児健診 確認事項
常～乳児健診 集団等経過
乳児健診未来所確認
常～乳児健診体重等購入物品
常～１歳６ヶ月児健診（経過）
１歳６か月児健診未受診者確認
常～１歳６ヶ月児健診手引き・流れ
常～３歳児健診 流れ
常～３歳児健診（医師連絡先・配置）
３歳児健診未来所確認
常～３歳児健診集計表
常～３歳児健診（配布資料）
常～３歳児健診（聴力資料・眼科資料）
常～２歳児歯科相談（経過・購入物品資料）
常～２歳児歯科相談（流れ）
常～２歳児歯科相談（統計表）
常～５歳児健診
常～６・９か月児健診
常～乳幼児委託健診資料
常～ハローベビークラス・サロン（経過・資料）
常～ハローベビークラス・サロン（準備・講義内容）
常～ハローベビークラス・サロン（当日案内資料）
常～パパママの育児教室（経過）
常～パパママの育児教室
フレッシュママの集い（実施録）
フレッシュママの集い（資料）
常～育児学級（１０ヶ月・１１ヶ月用）
常～育児学級（５ヶ月用）
子どもの健康教室（実施記録・資料）
子どもの健康教室（チラシ）
常～子どもの健康教室（経過）
子どもの健康教室（保育資料）
母親の会実施録
母親の会　チラシ
母親の会　資料
新生児訪問連絡
常～新生児妊産婦訪問指導（服務・履歴書・区政功労者など）
常～こんにちは赤ちゃん訪問事業検討会
常～重症心身障害児訪問指導
常～新生児妊産婦訪問指導（指導員ＥＰＤＳ関係）
子ども家庭課からの訪問数調査
新生児訪問指導員連絡会
常～新生児妊産婦訪問指導（資料・貸与物品）
EPDS(母アンケート受付簿)指導員訪問分
EPDS（母アンケート結果)四半期ごと
EPDS（母アンケート結果)保健師訪問分
常～難病施策全般
常～東京都神経難病医療ネットワーク事業
常～東京都在宅難病患者医療機器貸与
常～パーキンソン教室資料
パーキンソン教室参加者受付簿
パーキンソン教室実施記録
応急入院指定病院
常～アウトリーチ支援事業依頼書
常～精神科夜間休日診療事業
常～心神喪失者等医療観察法
グループホーム入居等（紹介状・情報提供書）
常～精神障害者ホームヘルプ事業
常～精神保健事業の経過・体系図
常～成年後見制度区長申立て
常～精神保健福祉法
常～２３条通報
障害福祉課打ち合わせ
精神保健事業講師連絡先
精神保健事業 物品
常～精神保健講演会PR先
精神保健講演会実施記録

常～地域移行支援に係る勘案事項調査
常～地域移行　地域定着支援事業

常～精神障害者の退院後支援
常～東京都退院促進事業資料
常～精神障害者社会適応訓練事業資料
「団体名」広場
精神保健家庭訪問・支援指導
認知症相談受付簿

保健予防課

母子管理

保健指導難病 難病施策

難病事業

保健指導母子

ゆりかご・めぐろ 出産

子育て応援事業

保健相談予防接種

健康相談

委託健診

衛生教育母子 ハローベビークラス・サ

ロン

パパママの育児教室

フレッシュママの集い

育児学級

子どもの健康教室

乳児健診

１歳６ヶ月健診（内・

歯）

母子訪問指導

EPDS

保健指導精神 精神保健全般（東京都・

区外）

子育て世代包括支援セン

ター

母子保健 講師連絡先

母親の会

母子家庭訪問

３歳児健診

２歳歯科
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名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
精神保健相談受付簿
依存問題等家族相談実施記録
依存問題等家族相談個別相談予約簿
常～依存問題等家族相談　個別相談（碑文谷地区・管外）
常～依存問題等家族相談個人記録
依存問題等家族相談出席者名簿・参加記録（グループ）
常～依存問題等家族相談　家族グループ参加者カルテ
常～依存等家族問題相談経過
思春期・青年期の親の会 実施記録

障害者総合支援法関連 思春期・青年期の親の会 出席者名簿
常～ひきこもりサポートネット
常～思春期・青年期の親の会 個別相談カルテ
常～思春期・青年期の親の会 参加者カルテ
常～思春期・青年期の親の会 事業経過
思春期・青年期の親の会 個別相談予約簿
「団体名」ミーティング日程表
社会福祉協議会
「団体名」日程表
常～デイケア運営協議会

認知症デイケア わかば会プログラム資料
わかば会実施記録
わかば会出席者名簿
常～デイケア資料
精神デイケア利用申請
わかば会フリー来所日
常～わかば会判定会議議事録
しいのみ会　実施記録
常～しいのみ会参加申込書
常～しいのみ会出席者名簿
常～自死遺族の会等関連
常～他自治体自殺対策情報
常～目黒区自殺総合対策庁内連絡会・検討部会設置検討資料
つなぐシート
常～自殺統計資料
自殺対策関連会議
自殺対策強化月間実施録
自殺予防キャンペーン
ゲートキーパー講習
常～ことばの相談室資料
ことばの相談室実施記録
ことばの相談室参加者受付簿
常～リハビリ事業経過
常～「団体名」資料
「団体名」ニュース
常～リハビリ事業相談記録
訪問看護情報提供書四半期ごと
常～訪問看護情報提供書一覧表
常～精神保健地区別管理（地区別）
常～精神保健管外管理　区外
常～精神保健管外管理　地区別
精神保健管理終了（五十音別）
精神保健管理終了(区外・管外）
難病管理終了
常～難病地区別管理
在宅管理終了（五十音べつ）
常～在宅療養地区別管理
自殺対策関連会議
自殺対策強化月間実施録
自殺予防キャンペーン
ゲートキーパー講習
常～ことばの相談室資料
ことばの相談室実施記録
ことばの相談室参加者受付簿
常～リハビリ事業経過
常～「椎の木の会」資料
「椎の木の会」ニュース

リハビリ事業相談カルテ リハビリ事業管理
常～リハビリ事業相談記録

訪問看護情報提供書四半期ごと
常～訪問看護情報提供書一覧表
常～精神保健地区別管理（地区別）
常～精神保健管外管理　区外

精神保健管理（管外） 常～精神保健管外管理　地区別
精神保健管理終了（五十音別）
精神保健管理終了(区外・管外）
難病管理終了
常～難病地区別管理
在宅管理終了（五十音べつ）
常～在宅療養地区別管理

保健予防課

精神保健管理終了

難病管理

在宅療養管理

訪問看護ステーション関

連
精神保健地区別カルテ

難病地区別カルテ

在宅訪問カルテ

精神保健全般（目黒区）

精神保健福祉法関連

訪問看護情報提供書

精神保健管理（管内）

専門機関

精神保健患者会

精神保健相談

依存

精神保健家族会

自殺対策

保健指導高齢者 リハビリ事業

リハビリ関連資料

保健指導精神 精神保健全般（東京都・

区外）

精神保健事業講師連絡

先・物品
精神保健講演会

社会復帰事業

思春期・青年期の親の会


