
1健康・医療

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

01 （健康）

すくすく：親の会・子育てサ－クルガイド 11.03 健康対策課

１９９９年版 10年 健康対策課

食品安全行動計画概要版 24.04 食品安全・衛生課

第三次 10年 食品安全・衛生課

おいしい社員食堂のススメ 26.03 食品安全・衛生課

平成２６年３月 10年 食品安全・衛生課

今伝えたい！いつかは子どもを・・・と考えているあなたた
ちへ

25.07 健康対策課

平成２５年７月 10年 健康対策課

新型インフルエンザ対策行動計画 24.06 健康対策課

第４版 10年 健康対策課

県民健康づくり実態調査報告書 25.03 健康対策課

平成２５年３月 10年 健康対策課

食品安全行動計画 24.04 食品安全・衛生課

第三次 10年 食品安全・衛生課

第２期食育推進計画概要版：うまい！楽しい！元気な大分
を目指して

23.03 食品安全・衛生課

平成２３年３月 10年 食品安全・衛生課

食の伝道師たち 24.03 食品安全・衛生課

２０１２ 10年 食品安全・衛生課

食品安全行動計画　本編 24.04 食品安全・衛生課

第三次 10年 食品安全・衛生課

第２期食育推進計画：うまい！楽しい！元気な大分を目指
して

23.03 食品安全・衛生課

平成２３年３月 10年 食品安全・衛生課

生涯健康県おおいた２１ 25.03 健康対策課

第二次 10年 健康対策課

生涯健康県おおいた２１：概要版 25.04 健康対策課

第二次 10年 健康対策課

健康対策の概要 20.08 健康対策課

平成２０年度 10年 健康対策課

健康対策の概要 11.09 健康対策課

平成１１年度 10年 健康対策課

健康対策の概要 12.08 健康対策課
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１２年度 10年 健康対策課

健康対策の概要 15.09 健康対策課

平成１５年度 10年 健康対策課

健康対策の概要 10.08 健康対策課

平成１０年度 10年 健康対策課

健康対策の概要 14.09 健康対策課

平成１４年度 10年 健康対策課

健康対策の概要 13.08 健康対策課

平成１３年度 10年 健康対策課

健康対策の概要 18.09 健康対策課

平成１８年度 10年 健康対策課

健康対策の概要 16.09 健康対策課

平成１６年度 10年 健康対策課

職員安全衛生・健康管理実施結果の概要 23.05 人事課

平成２２年度版 10年 人事課

職員安全衛生・健康管理実施結果の概要 18.06 人事課

平成１７年度版 10年 人事課

職員安全衛生・健康管理実施結果の概要 24.05 人事課

平成２３年度版 10年 人事課

職員安全衛生・健康管理実施結果の概要 25.05 人事課

平成２４年度版 10年 人事課

職員安全衛生・健康管理実施結果の概要 22.05 人事課

平成２１年度版 10年 人事課

食育推進計画概要版：うまい！楽しい！元気な大分！！ 18.12 食品安全・衛生課

平成１８年１２月 10年 食品安全・衛生課

食育推進計画：うまい！楽しい！元気な大分！！ 18.03 食品安全・衛生課

平成１８年３月 10年 食品安全・衛生課

職員健康管理実施結果の概要 16.06 人事課

平成１５年度版 10年 職員課

職員健康管理実施結果の概要 15.05 人事課

平成１４年度版 10年 職員課

生涯健康県おおいた２１ 13.06 健康対策課

平成１３年３月 10年 健康対策課
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

職員健康管理実施結果の概要 14.06 人事課

平成１３年度版 10年 職員課

職員安全衛生・健康管理実施結果の概要 19.06 人事課

平成１８年度版 10年 人事課

職員健康管理概要 13.12 人事課

平成１２年度版 10年 職員課

職員安全衛生・健康管理実施結果の概要 21.08 人事課

平成２０年度版 10年 人事課

職員健康管理概要 12.1 人事課

平成１１年 10年 職員課

職員健康管理概要 11.1 人事課

平成１０年 10年 職員課

職員安全衛生・健康管理実施結果の概要 17.06 人事課

平成１６年度版 10年 人事課

職員安全衛生・健康管理実施結果の概要 17.06 人事課

平成１６年度版 10年 人事課

職員安全衛生・健康管理実施結果の概要 18.06 人事課

平成１７年度版 10年 人事課

新・歯ッスル大分８０２０：歯科口腔保健計画 25.03 健康対策課

改訂版 10年 健康対策課

職員安全衛生・健康管理実施結果の概要 20.06 人事課

平成１９年度版 10年 人事課

新型インフルエンザ対策行動計画 17.12 健康対策課

第１版 10年 健康対策課

職員健康管理概要 10.12 人事課

平成９年度 10年 職員課

02 （疾病）

がん対策推進計画：改訂版 25.03 健康対策課

平成２５年３月 10年 健康対策課

03 （医療）

医務薬事行政概要 16.02 医療政策課
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１５年度 10年 医務薬事課

医療費適正化計画（第一期）実績評価 25.12 医療政策課

平成２５年１２月 10年 医療政策課

医務行政概要
医務課の主要事業の
概要及び関係資料等

63.07 医療政策課

昭和６１年度～ 99年 医務薬事課

医務行政要覧　平成８年度 8.08 医療政策課

99年 医務課

医療費適正化計画中間評価 23.03 医療政策課

平成２３年３月 10年 医療政策課

医療費適正化計画 ＨＰ掲載 20.06 医療政策課

平成２０年３月 10年 医務課

医療計画 20.03 医療政策課

平成１９年度改訂版 10年 医務課

医務薬事行政概要 13.08 医療政策課

平成１３年度 10年 医務薬事課

医務薬事行政概要 17.09 医療政策課

平成１７年度 10年 医務課

医務薬事行政概要 12.12 医療政策課

平成１２年度 10年 医務薬事課

医務薬事行政概要 14.06 医療政策課

平成１４年度 10年 医務薬事課

医務薬事行政概要 10.1 医療政策課

平成１０年度 10年 医務薬事課

医務薬事行政概要 11.1 医療政策課

平成１１年度 10年 医務薬事課

医療計画 25.03 医療政策課

平成２４年度改訂版 10年 医務課

小児救急ハンドブック　改訂版 24.07 医療政策課

平成２４年７月 10年 医療政策課

医務薬事行政概要 18.12 医療政策課

平成１８年度 10年 医務課

県立病院医学雑誌 ＣＤ－ＲＯＭ付 22.01 県立病院

Ｖｏｌ．３７ 10年 県立病院
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

県立病院医学雑誌 13.07 県立病院

Ｖｏｌ．３０ 10年 県立病院

県立病院医学雑誌 15.1 県立病院

Ｖｏｌ．３２ 10年 県立病院

県立病院医学雑誌 14.08 県立病院

Ｖｏｌ．３１ 10年 県立病院

県立病院臓器提供マニュアル 12.03 県立病院

10年 県立病院

県立病院医学雑誌 25.05 県立病院

Ｖｏｌ．４０ 10年 県立病院

県立医療施設将来構想報告書 13.05 医療政策課

平成１３年４月 10年 医務薬事課

県立病院医学雑誌 ＣＤ－ＲＯＭ付 23.07 県立病院

Ｖｏｌ．３８ 10年 県立病院

県立病院医学雑誌 16.12 県立病院

Ｖｏｌ．３３ 10年 県立病院

県立病院医学雑誌 20.12 県立病院

Ｖｏｌ．３６ 10年 県立病院

看護関係者の現状 8.06 医療政策課

平成８年 99年 医務薬事課

県立病院医学雑誌 ＣＤ－ＲＯＭ付 24.04 県立病院

Ｖｏｌ．３９ 10年 県立病院

看護関係者の現状
欠号：昭和６０年度　平
成１０年度より「福祉保
健行政の現況」に収録

1.02 医療政策課

昭和５７年版～ 99年 医務薬事課

県立病院医学雑誌 18.12 県立病院

Ｖｏｌ．３５ 10年 県立病院管理局

県立病院医学雑誌 10.09 県立病院

Ｖｏｌ．２７ 10年 県立病院

看護関係者の現状 9.06 医療政策課

平成９年 10年 医務薬事課

県立病院医学雑誌 11.06 県立病院

Ｖｏｌ．２８ 10年 県立病院

県立病院医学雑誌 12.07 県立病院
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

Ｖｏｌ．２９ 10年 県立病院

県立病院医学雑誌 17.12 県立病院

Ｖｏｌ．３４ 10年 県立病院

健康危機管理の手引き 12.03 福祉保健企画課

10年 福祉保健課

最近の血液事情 18.03 薬務室

平成１７年実績 10年 大分県献血推進協議会

歯科診療所一覧 19.05 医療政策課

平成１９年３月現在 10年 医務課

実施保健医療機関名簿：新看護、入院時食事療養、施設
基準等

11.08 医療政策課

平成１１年５月現在 10年 保険課

最近の血液事情 24.03 薬務室

平成２３年実績 10年 大分県献血推進協議会

歯科診療所一覧 18.05 医療政策課

平成１８年３月現在 10年 医務課

歯科診療所一覧 17.08 医療政策課

平成１７年３月現在 10年 医務課

歯科診療所一覧 15.03 医療政策課

平成１５年３月現在 10年 医務薬事課

歯科診療所一覧 12.01 医療政策課

平成１２年１月現在 10年 医務薬事課

歯科診療所一覧 22.05 医療政策課

平成２０年３月３１日 10年 医療政策課

歯科診療所一覧 20.03 医療政策課

平成１９年１１月１日 10年 医務課

助産所一覧 22.05 医療政策課

平成２０年３月３１日 10年 医療政策課

助産所一覧 20.03 医療政策課

平成１９年１１月１日 10年 医務課

最近の血液事情 20.03 薬務室

平成１９年実績 10年 大分県献血推進協議会

佐伯保健所管内における働き盛りの生活習慣の実態 11.03 南部保健所

10年 佐伯保健所
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

市町村の精神保健福祉活動報告書：大分県における 10.09
こころとからだの相談支援セン
ター

10年 精神保健福祉センター

最近の血液事情 25.03 薬務室

平成２４年実績 10年 大分県献血推進協議会

最近の血液事情 14.03 薬務室

平成１３年実績 10年 大分県献血推進協議会

最近の血液事情 16.03 薬務室

平成１５年実績 10年 大分県献血推進協議会

最近の血液事情 17.03 薬務室

平成１６年実績 10年 大分県献血推進協議会

最近の血液事情 19.03 薬務室

平成１８年実績 10年 大分県献血推進協議会

最近の血液事情 21.03 薬務室

平成２０年実績 10年 大分県献血推進協議会

最近の血液事情 22.03 薬務室

平成２１年実績 10年 大分県献血推進協議会

最近の血液事情 23.03 薬務室

平成２２年実績 10年 大分県献血推進協議会

国保医療費分析マニュアル：科学的根拠に基づいた保健
事業を

17.03 福祉保健企画課

10年 福祉保健企画課

精神保健福祉センタ－所報 11.05
こころとからだの相談支援セン
ター

平成１０年度版 10年 精神保健福祉センター

大分県における老人医療費の地域特性分析：ダイジェスト
版

17.03 国保医療室

平成１６年度 10年 国保医療室

精神保健福祉センタ－所報 10.06
こころとからだの相談支援セン
ター

平成９年度版 10年 精神保健福祉センター

精神保健センター所報 9.09
こころとからだの相談支援セン
ター

平成８年度版 01年 精神保健福祉センタ

診療所一覧 15.03 医療政策課

平成１５年３月現在 10年 医務薬事課

診療所一覧 12.01 医療政策課

平成１２年１月現在 10年 医務薬事課

診療所一覧 14.04 医療政策課
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

〔平成１４年４月〕 10年 医務薬事課

精神保健福祉活動指針事業報告書：精神保健福祉活動中
央検討会記

11.03
こころとからだの相談支援セン
ター

平成１０年度 10年 精神保健福祉センター

大分県の周産期医療 11.02 健康対策課

10年 健康対策課

診療所一覧 22.05 医療政策課

平成２０年３月３１日 10年 医療政策課

診療所一覧 18.05 医療政策課

平成１８年３月現在 10年 医務課

診療所一覧 17.08 医療政策課

平成１７年３月現在 10年 医務課

診療所一覧 20.03 医療政策課

平成１９年１１月１日 10年 医務課

診療所一覧：療養型病床群 12.01 医療政策課

平成１２年１月 10年 医務薬事課

診療所一覧 19.05 医療政策課

平成１９年３月現在 10年 医務課

地域保健医療計画 11.03 医療政策課

平成１０年度改訂版 10年 医務薬事課

地域保健医療計画：大野保健医療圏 12.08 医療政策課

平成１１年 10年 医務薬事課

病院局年報 21.08 県立病院

平成２１年度 10年 総務経営課

届出受理保険医療機関名簿 16.06 県政情報課

平成１６年６月現在 10年 大分社会保険事務局

地域保健医療計画 16.03 医療政策課

平成１５年度改訂版 10年 医務薬事課

保険医療機関名簿 10.08 医療政策課

平成１０年５月１日現 10年 保険課

地域保健医療計画：宇佐高田保健医療圏 12.08 医療政策課

平成１１年 10年 医務薬事課

地域保健医療計画：臼津保健医療圏 12.08 医療政策課

平成１１年 10年 医務薬事課
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

地域保健医療計画：概要版 16.03 医療政策課

平成１５年度改訂版 10年 医務薬事課

地域保健医療計画：大分保健医療圏 12.08 医療政策課

平成１１年 10年 医務薬事課

地域保健医療計画：竹田直入保健医療圏 12.08 医療政策課

平成１１年 10年 医務薬事課

地域保健医療計画：中津下毛保健医療圏 12.08 医療政策課

平成１１年 10年 医務薬事課

地域保健医療計画：日田玖珠保健医療圏 12.08 医療政策課

平成１１年 10年 医務薬事課

地域保健医療計画：別杵速見保健医療圏 12.08 医療政策課

平成１１年 10年 医務薬事課

病院局年報 21.08 県立病院

平成２０年度 10年 総務経営課

病院一覧表 12.01 医療政策課

平成１２年１月現在 10年 医務薬事課

地域保健医療計画：佐伯保健医療圏 12.08 医療政策課

平成１１年 10年 医務薬事課

病院一覧表 17.07 医療政策課

平成１７年６月現在 10年 医務課

病院一覧表 20.03 医療政策課

平成１９年１１月１日 10年 医務課

届出受理保険医療機関名簿：入院基本料、入院時食事療
養、施設基

13.05 県政情報課

平成１３年５月現在 10年 大分社会保険事務局

病院一覧表 22.05 医療政策課

平成２０年３月３１日 10年 医療政策課

病院一覧表 10.09 医療政策課

平成１０年９月 10年 医務薬事課

病院一覧表 11.08 医療政策課

平成１１年８月現在 10年 医務薬事課

地域保健医療計画：別杵速見保健医療圏 12.08 県立病院

平成１１年 10年 医務薬事課

病院一覧表 14.1 医療政策課



10健康・医療

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１４年１０月現在 10年 医務薬事課

病院一覧表 15.07 医療政策課

平成１５年７月現在 10年 医務薬事課

病院一覧表 15.09 医療政策課

平成１５年９月現在 10年 医務薬事課

病院一覧表 16.07 医療政策課

平成１６年７月現在 10年 医務薬事課

病院一覧表 14.04 医療政策課

平成１４年４月現在 10年 医務薬事課

病院一覧表 17.04 医療政策課

平成１７年３月現在 10年 医務課

病院局年報 20.12 県立病院

平成１９年度 10年 総務経営課

病院一覧表 18.05 医療政策課

平成１８年３月現在 10年 医務課

届出受理保険医療機関名簿：入院基本料、入院時食事療
養、施設基

12.05 県政情報課

平成１２年５月現在 10年 大分社会保険事務局

届出受理保険医療機関名簿 17.07 県政情報課

平成１７年６月現在 10年 大分社会保険事務局

病院一覧表 19.05 医療政策課

平成１９年３月現在 10年 医務課

届出受理保険医療機関名簿 14.05 県政情報課

平成１４年５月現在 10年 大分社会保険事務局

届出受理保険医療機関名簿 15.06 県政情報課

平成１５年６月現在 10年 大分社会保険事務局

病院局年報 20.03 県立病院

平成１８年度 10年 総務経営課

病院一覧表 16.07 医療政策課

平成１６年７月現在 10年 医務薬事課

〔三重〕病院の概況 13.05 三重病院

平成１３年５月 10年 三重病院

〔三重〕病院の概況 10.05 三重病院

平成１０年版 10年 三重病院



11健康・医療

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

〔三重〕病院の概況 11.05 三重病院

平成１１年５月 10年 三重病院

〔三重〕病院の概況 12.05 三重病院

平成１２年５月 10年 三重病院

〔三重〕病院の概況 14.06 三重病院

平成１４年５月 10年 三重病院

〔三重〕病院の概況 15.06 三重病院

平成１５年５月 10年 三重病院

〔三重〕病院の概況 16.06 三重病院

平成１６年５月 10年 三重病院

〔三重〕病院の概況 18.05 三重病院

平成１８年５月 10年 三重病院

〔三重〕病院の概況 19.05 三重病院

平成１９年５月 10年 三重病院

〔三重〕病院の概況 20.05 三重病院

平成２０年５月 10年 三重病院

〔三重〕保健所報 11.06 豊肥保健所

平成１１年度 10年 三重保健所

〔県立〕病院の概況 14.05 県立病院

平成１４年５月 10年 県立病院

〔三重〕病院の概況 17.05 三重病院

平成１７年５月 10年 三重病院

〔県立〕病院の概況 20.05 県立病院

平成２０年５月 10年 県立病院

〔県立〕病院年報（第６号） 24.1 県立病院

平成２３年１月～１２月 10年 県立病院

〔県立〕病院年報 23.01 県立病院

平成２１年１月～１２ 10年 県立病院

〔県立〕病院年報 21.1 県立病院

平成２０年１月～１２ 10年 県立病院

〔県立〕病院年報 20.07 県立病院

平成１９年１月～１２ 10年 県立病院

〔県立〕病院年報 19.08 県立病院



12健康・医療

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１８年１月～１２ 10年 県立病院

〔県立〕病院の概況 9.05 県立病院

平成９年５月 10年 県立病院

〔県立〕病院の概況 25.05 県立病院

平成２５年５月 10年 県立病院

〔県立〕病院の概況 23.05 県立病院

平成２３年５月 10年 県立病院

〔県立〕病院年報（第７号） 25.1 県立病院

平成２４年１月～１２月 10年 県立病院

〔県立〕病院の概況 15.05 県立病院

平成１５年５月 10年 県立病院

〔県立〕病院の概況 24.05 県立病院

平成２４年５月 10年 県立病院

〔県立〕病院の概況 19.05 県立病院

平成１９年５月 10年 県立病院

〔県立〕病院の概況 18.05 県立病院

平成１８年５月 10年 県立病院

〔県立〕病院の概況 17.05 県立病院

平成１７年５月 10年 県立病院

〔県立〕病院の概況 16.05 県立病院

平成１６年５月 10年 県立病院

〔県立〕病院の概況 13.05 県立病院

平成１３年５月 10年 県立病院

〔県立〕病院の概況 12.05 県立病院

平成１２年５月 10年 県立病院

〔県立〕病院の概況 11.05 県立病院

平成１１年５月 10年 県立病院

〔県立〕病院の概況 10.05 県立病院

平成１０年５月 10年 県立病院

〔看護科学大学〕年報 11.03 看護科学大学

平成１０年 10年 看護科学大学

〔県立〕病院の概況 21.05 県立病院

平成２１年５月 10年 県立病院



13健康・医療

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

〔県立〕病院の概況 22.05 県立病院

平成２２年５月 10年 県立病院

薬局・医薬品販売業者一覧表 12.03 薬務室

平成１２年３月現在 10年 医務薬事課

04 （食品）

放射線ってなんだろう　知りたいこと伝えたいこと 24.06 食品安全・衛生課

平成２４年６月 10年 食品安全・衛生課

放射線ってなんだろう　知りたいこと伝えたいこと　第２版 24.08 食品安全・衛生課

平成２４年８月 10年 食品安全・衛生課

食中毒事件録 16.02 食品安全・衛生課

平成１５年 10年 食品安全・衛生課

食中毒事件録 15.02 食品安全・衛生課

平成１４年 10年 生活衛生課

〔食肉衛生検査所〕事業概要 18.07 食肉衛生検査所

平成１８年度 10年 食肉衛生検査所

〔食肉衛生検査所〕事業概要 12.06 食肉衛生検査所

平成１２年度 10年 食肉衛生検査所

〔食肉衛生検査所〕事業概要 13.06 食肉衛生検査所

平成１３年度 10年 食肉衛生検査所

〔食肉衛生検査所〕事業概要 14.08 食肉衛生検査所

平成１４年度 10年 食肉衛生検査所

〔食肉衛生検査所〕事業概要 15.08 食肉衛生検査所

平成１５年度 10年 食肉衛生検査所

〔食肉衛生検査所〕事業概要 16.07 食肉衛生検査所

平成１６年度 10年 食肉衛生検査所

〔食肉衛生検査所〕事業概要 17.07 食肉衛生検査所

平成１７年度 10年 食肉衛生検査所

〔食肉衛生検査所〕事業概要 11.06 食肉衛生検査所

平成１１年度 10年 食肉衛生検査所

〔食肉衛生検査所〕事業概要 19.07 食肉衛生検査所

平成１９年度 10年 食肉衛生検査所

〔食肉衛生検査所〕事業概要 20.06 食肉衛生検査所
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２０年度 10年 食肉衛生検査所

〔食肉衛生検査所〕事業概要 21.06 食肉衛生検査所

平成２１年度 10年 食肉衛生検査所

〔食肉衛生検査所〕事業概要 22.06 食肉衛生検査所

平成２２年度 10年 食肉衛生検査所

〔食肉衛生検査所〕事業概要：開設２０周年記念号 10.04 食肉衛生検査所

平成１０年度 10年 食肉衛生検査所

〔食肉衛生検査所〕事業概要 23.1 食肉衛生検査所

平成２３年度 10年 食肉衛生検査所

〔食肉衛生検査所〕事業概要 9.07 食肉衛生検査所

平成９年度 10年 食肉衛生検査所

05 （環境衛生）

生活衛生概要 11.08 食品安全・衛生課

平成１１年度 10年 生活衛生課

生活衛生概要 13.08 食品安全・衛生課

平成１３年度 10年 生活衛生課

生活衛生概要 12.08 食品安全・衛生課

平成１２年度 10年 生活衛生課

生活衛生概要 14.08 食品安全・衛生課

平成１４年度 10年 生活衛生課

生活衛生概要 10.08 食品安全・衛生課

平成１０年度 10年 生活衛生課

〔衛生環境研究センター〕年報 15.01 衛生環境研究センター

第２９号平成１３年度 10年 衛生環境研究センター

〔食品安全・衛生課〕業務概要 19.07 食品安全・衛生課

平成１９年度 10年 食品安全・衛生課

〔食品安全・衛生課〕業務概要 20.07 食品安全・衛生課

平成２０年度 10年 食品安全・衛生課

〔食品安全・衛生課〕業務概要 20.07 食品安全・衛生課

平成２０年度 10年 食品安全・衛生課

〔食品安全・衛生課〕業務概要 22.06 食品安全・衛生課

平成２２年度 10年 食品安全・衛生課
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

〔衛生環境研究センター〕年報 13.11 衛生環境研究センター

第２８号平成１２年度 10年 衛生環境研究センター

〔衛生環境研究センター〕年報 23.12 衛生環境研究センター

第３８号平成２２年度 10年 衛生環境研究センター

〔衛生環境研究センター〕年報 11.05 衛生環境研究センター

第２５号平成９年度 10年 衛生環境研究センター

〔衛生環境研究センター〕年報 22.11 衛生環境研究センター

第３７号平成２１年度 10年 衛生環境研究センター

〔衛生環境研究センター〕年報 21.12 衛生環境研究センター

第３６号平成２０年度 10年 衛生環境研究センター

〔衛生環境研究センター〕年報 20.12 衛生環境研究センター

第３５号平成１９年度 10年 衛生環境研究センター

〔衛生環境研究センター〕年報 19.12 衛生環境研究センター

第３４号平成１８年度 10年 衛生環境研究センター

〔衛生環境研究センター〕年報 18.12 衛生環境研究センター

第３３号平成１７年度 10年 衛生環境研究センター

〔衛生環境研究センター〕年報：記念特集号 15.12 衛生環境研究センター

第３０号平成１４年度 10年 衛生環境研究センター

〔衛生環境研究センター〕年報 24.12 衛生環境研究センター

第３９号平成２３年度 10年 衛生環境研究センタ－

〔衛生環境研究センター〕年報 11.12 衛生環境研究センター

第２６号平成１０年度 10年 衛生環境研究センター

〔食品安全・衛生課〕業務概要 18.07 食品安全・衛生課

平成１８年度 10年 食品安全・衛生課

〔食品安全・衛生課〕業務概要 17.11 食品安全・衛生課

平成１７年度 10年 食品安全・衛生課

〔食品安全・衛生課〕業務概要 16.12 食品安全・衛生課

平成１６年度 10年 食品安全・衛生課

〔食品安全・衛生課〕業務概要 15.1 食品安全・衛生課

平成１５年度 10年 食品安全・衛生課

〔食品安全・衛生課〕業務概要 21.07 食品安全・衛生課

平成２１年度 10年 食品安全・衛生課

〔衛生環境研究センター〕年報 16.1 衛生環境研究センター
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

第３１号平成１５年度 10年 衛生環境研究センター

〔衛生環境研究センター〕年報 17.11 衛生環境研究センター

第３２号平成１６年度 10年 衛生環境研究センター

〔食品安全・衛生課〕業務概要 25.06 食品安全・衛生課

平成２５年度 10年 食品安全・衛生課

〔衛生環境研究センター〕年報 12.11 衛生環境研究センター

第２７号平成１１年度 10年 衛生環境研究センター

薬務生活衛生概要　平成８年
薬務生活衛生課の組
織及び予算並びに主要
事業の概要

8.08 薬務室

99年 薬務環境衛生課

薬務環境衛生概要
薬務環境衛生課で所
管する事務の内容及び
その統計資料等

63.06 薬務室

昭和６３年度～ 99年 医務薬事課

06 （薬事）

〔衛生環境研究センター〕年報 25.11 衛生環境研究センター

第４０号平成２４年度 10年 衛生環境研究センター

07 （その他）

医務薬事行政概要 9.04 医療政策課

平成９年度 10年 医務薬事課

各保健所の事業計画書 16.09 福祉保健企画課

平成１６年度 10年 福祉保健企画課

すくすく：親の会・子育てサークルガイド 20.03 健康対策課

平成２０年３月 10年 健康対策課

安心できる地域医療を求めて：統合までの経緯～大分県
立三重病院

23.03 三重病院

平成２３年３月 10年 三重病院

各保健所の重点事業・事業計画書 15.1 福祉保健企画課

平成１５年度 10年 福祉保健企画課

各保健所の重点事業・事業計画書 13.03 福祉保健企画課

平成１２年度 10年 福祉保健課

各保健所の重点事業・事業計画書 13.1 福祉保健企画課

平成１３年度 10年 福祉保健課

各保健所の重点事業・事業計画書 14.1 福祉保健企画課

平成１４年度 10年 福祉保健企画課
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

すくすく：親の会・子育てサークルガイド 19.03 健康対策課

10年 健康対策課

公衆衛生年鑑 9.03 福祉保健企画課

第４６号平成７年 99年 健康対策課

公衆衛生年鑑 22.03 福祉保健企画課

第５８号平成１９年 10年 福祉保健企画課

県民保健福祉センター・保健所市町村支援計画 19.08 福祉保健企画課

平成１９年度 10年 福祉保健企画課

県民保健福祉センター・保健所における市町村支援計画 18.03 福祉保健企画課

平成１８年度 10年 福祉保健企画課

県民保健福祉センター・保健所における市町村支援計画 18.03 福祉保健企画課

平成１７年度 10年 福祉保健企画課

公衆衛生年鑑 26.03 福祉保健企画課

第６２号平成２３年 10年 福祉保健企画課

公衆衛生年鑑 25.03 福祉保健企画課

第６１号平成２２年 10年 福祉保健企画課

公衆衛生年鑑 24.03 福祉保健企画課

第６０号平成２１年 10年 福祉保健企画課

公衆衛生年鑑 22.12 福祉保健企画課

第５９号平成２０年 10年 福祉保健企画課

公衆衛生年鑑 10.04 福祉保健企画課

第４７号 10年 福祉保健課

健康施策機能パワーアップ事業報告書 17.03 福祉保健企画課

平成１６年度 10年 福祉保健企画課

健康施策機能パワーアップ事業報告書 18.04 福祉保健企画課

平成１７年度 10年 福祉保健企画課

健康施策機能パワーアップ事業報告書 19.04 福祉保健企画課

平成１８年度 10年 福祉保健企画課

公衆衛生年鑑 12.03 福祉保健企画課

第４８号 10年 福祉保健課

公衆衛生年鑑 57.02 福祉保健企画課

第３１号昭和５５年～ 99年 健康対策課

公衆衛生年鑑 21.03 福祉保健企画課
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

第５７号平成１８年 10年 福祉保健企画課

公衆衛生年鑑 13.03 福祉保健企画課

第４９号 10年 福祉保健課

公衆衛生年鑑 18.07 福祉保健企画課

第５５号平成１６年 10年 福祉保健企画課

公衆衛生年鑑 20.03 福祉保健企画課

第５６号平成１７年 10年 福祉保健企画課

公衆衛生年鑑 13.11 福祉保健企画課

第５０号平成１１年 10年 福祉保健課

公衆衛生年鑑 17.07 福祉保健企画課

第５４号平成１５年 10年 福祉保健企画課

公衆衛生年鑑 16.06 福祉保健企画課

第５３号平成１４年 10年 福祉保健企画課

公衆衛生年鑑 15.06 福祉保健企画課

第５２号平成１３年 10年 福祉保健課

公衆衛生年鑑 14.07 福祉保健企画課

第５１号平成１２年 10年 福祉保健課

職場研修の手引き：新任保健所職員のために 17.03 福祉保健企画課

10年 福祉保健企画課

地域診断事業保健所調査研究事業報告書 15.04 福祉保健企画課

平成１４年度 10年 福祉保健課

地域診断事業保健所調査研究事業報告書 14.04 福祉保健企画課

平成１３年度 10年 福祉保健課

地域診断事業保健所調査研究事業報告書 13.03 福祉保健企画課

平成１１年度 10年 福祉保健課

地域診断事業保健所調査研究事業報告書 12.04 福祉保健企画課

平成１１年度 10年 福祉保健課

保健所調査研究事業報告書 19.05 福祉保健企画課

平成１８年度 10年 福祉保健企画課

地域診断事業保健所調査研究事業報告書 11.06 福祉保健企画課

平成１０年度 10年 福祉保健課

地域保健情報化推進事業報告書 11.03 福祉保健企画課

平成１１年３月 10年 福祉保健課



19健康・医療

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

日田地域生活圏の療育情報誌：いっしょにあるこう 11.03 西部保健所

10年 日田玖珠保健所

閉院記念誌：サナトリウムから５３年の軌跡 22.12 三重病院

平成２２年９月 10年 三重病院

地域保健活性化推進事業報告書 19.07 福祉保健企画課

平成１８年度 10年 福祉保健企画課

保健所調査研究事業報告書 18.05 福祉保健企画課

平成１７年度 10年 福祉保健企画課

地域保健推進特別事業：健康意識アンケート結果報告 13.03 西部保健所

平成１２年度 10年 日田玖珠保健所

保健行政概要 9.09 健康対策課

平成９年度 01年 健康対策課

保健所における市町村支援計画 13.03 福祉保健企画課

平成１２年度 10年 福祉保健課

保健所における市町村支援計画 13.08 福祉保健企画課

平成１３年度 10年 福祉保健課

保健所における市町村支援計画 17.03 福祉保健企画課

平成１６年度 10年 福祉保健企画課

保健所企画調査部門活動報告会記録集 16.03 福祉保健企画課

平成１５年度 10年 福祉保健企画課

保健所企画調査部門活動報告会記録集 12.03 福祉保健企画課

平成９年～１１年度 10年 福祉保健課

保健所重点機能強化計画 19.07 福祉保健企画課

平成１９年度 10年 福祉保健企画課

保健所機能強化計画 11.1 福祉保健企画課

平成１１年度 10年 福祉保健課

保健所機能強化計画 16.03 福祉保健企画課

平成１５年度 10年 福祉保健企画課

保健所機能強化推進フォーラム記録集：住民から信頼され
る保健所

19.03 福祉保健企画課

平成１８年度 10年 福祉保健企画課

保健所機能強化推進フォーラム記録集：地域保健の充実
強化を

17.03 福祉保健企画課

平成１６年度 10年 福祉保健企画課

保健所機能強化推進フォーラム記録集：地域保健の充実
強化をめざ

18.03 福祉保健企画課
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１７年度 10年 福祉保健企画課

保健所重点機能強化計画 17.07 福祉保健企画課

平成１７年度 10年 福祉保健企画課

保健所調査研究事業報告書 17.03 福祉保健企画課

平成１６年度 10年 福祉保健企画課

保健所重点機能強化計画評価報告書 17.07 福祉保健企画課

平成１６年度 10年 福祉保健企画課

保健所重点機能強化計画評価報告書 18.04 福祉保健企画課

平成１７年度 10年 福祉保健企画課

保健所重点機能強化計画評価報告書 19.04 福祉保健企画課

平成１８年度 10年 福祉保健企画課

保健所機能強化計画 10.09 福祉保健企画課

平成１０年度 10年 福祉保健課

〔西部〕保健所報 23.06 西部保健所

平成２３年度 10年 西部保健所

〔西部〕保健所報 22.07 西部保健所

平成２２年度 10年 西部保健所

〔中央〕保健所報 10.06 東部保健所

平成１０年版 10年 中央保健所

〔中央〕保健所報 11.05 東部保健所

平成１１年度版 10年 中央保健所

〔中央〕保健所報 12.05 東部保健所

平成１２年度版 10年 中央保健所

〔中央〕保健所報 13.05 東部保健所

平成１３年度版 10年 中央保健所

〔中央〕保健所報 14.06 東部保健所

平成１４年度 10年 中央保健所

〔中央〕保健所報 15.06 東部保健所

平成１５年度 10年 中央保健所

〔中央〕保健所報 16.06 東部保健所

平成１６年度 10年 中央保健所

〔西部〕保健所報 21.08 西部保健所

平成２１年度 10年 西部保健所
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分類
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行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

〔中央保健所日出支所〕保健所報 9.05 東部保健所

平成９年版 10年 中央保健所日出支所

〔中央保健所大分郡支所〕保健所報 9.05 中部保健所由布保健部

１９９７年版 10年 中央保健所大分郡支所

〔西部〕保健所報 20.08 西部保健所

平成２０年度 10年 西部保健所

〔大野〕県民保健福祉センター所報 17.08 豊肥保健所

平成１７年度 10年 豊後大野県民保健福祉センター

〔竹田保健所〕保健所報 19.07 豊肥保健所

平成１９年度 10年 竹田保健所

〔竹田保健所〕保健所報 18.06 豊肥保健所

平成１８年度 10年 竹田保健所

〔竹田保健所〕業務概要 9.05 豊肥保健所

平成９年度 01年 竹田保健所

〔竹田保健所〕業務概要 17.1 豊肥保健所

平成１７年度 10年 竹田保健所

〔竹田保健所〕業務概要 17.09 豊肥保健所

平成１６年度 10年 竹田保健所

〔竹田保健所〕業務概要 15.09 豊肥保健所

平成１５年度 10年 竹田保健所

〔国東〕保健所報 10.06 東部保健所国東保健部

平成１０年度 10年 国東保健所

〔竹田保健所〕業務概要 13.04 豊肥保健所

平成１３年度 10年 竹田保健所

〔竹田保健所〕業務概要 12.04 豊肥保健所

平成１２年度 10年 竹田保健所

〔竹田保健所〕業務概要 11.06 豊肥保健所

平成１１年度 10年 竹田保健所

〔竹田保健所〕業務概要 10.06 豊肥保健所

平成１０年度 10年 竹田保健所

〔竹田保健所〕業務概要 14.07 豊肥保健所

平成１４年度 10年 竹田保健所

〔別府〕県民保健福祉センター報 18.08 東部保健所
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行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１８年度 10年 別府県民保健福祉センター

〔臼杵〕保健所報 17.06 中部保健所

平成１７年度 10年 臼杵保健所

〔臼杵〕保健所報 16.06 中部保健所

平成１６年度 10年 臼杵保健所

〔臼杵〕保健所報 15.06 中部保健所

平成１５年度 10年 臼杵保健所

〔臼杵〕保健所報 14.06 中部保健所

平成１４年度 10年 臼杵保健所

〔臼杵〕保健所報 13.06 中部保健所

平成１３年度 10年 臼杵保健所

〔宇佐高田保健所高田保健部〕保健所報 12.05 北部保健所豊後高田保健部

平成１２年度 10年 宇佐高田保健所高田

〔別府〕県民保健福祉センター報 17.06 東部保健所

平成１７年度 10年 別府県民保健福祉センター

〔臼杵〕保健所報 9.04 中部保健所

平成９年版 10年 臼杵保健所

〔別府〕県民保健福祉センター報 19.07 東部保健所

平成１９年度 10年 別府県民保健福祉センター

〔別府〕保健所報 9.05 東部保健所

平成９年度 10年 中央保健所

〔臼杵〕保健所報 11.07 中部保健所

平成１１年版 10年 臼杵保健所

〔臼杵〕保健所報 10.07 中部保健所

平成１０年版 10年 臼杵保健所

〔宇佐豊後高田〕県民保健福祉センター報 19.05 北部保健所

平成１９年版 10年
宇佐豊後高田県民保健福祉セン
ター

〔中津〕保健所報 10.05 北部保健所

平成１０年版 10年 中津保健所

〔臼杵〕保健所報 12.06 中部保健所

平成１２年版 10年 臼杵保健所

〔日田玖珠〕保健所報 13.06 西部保健所

平成１３年度 10年 日田玖珠保健所
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行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

〔国東〕保健所報 11.07 東部保健所国東保健部

平成１１年度 10年 国東保健所

〔国東〕保健所報 12.05 東部保健所国東保健部

平成１２年度 10年 国東保健所

〔日田玖珠〕県民保健福祉センター報 17.08 西部保健所

平成１７年度 10年 日田玖珠県民保健福祉センター

〔日田玖珠〕県民保健福祉センター報 18.08 西部保健所

平成１８年度 10年 日田玖珠県民保健福祉センター

〔日田玖珠〕県民保健福祉センター報 19.07 西部保健所

平成１９年度 10年 日田玖珠県民保健福祉センター

〔日田玖珠〕保健所報 10.05 西部保健所

平成１０年度 10年 日田玖珠保健所

〔臼杵〕保健所報 18.06 中部保健所

平成１８年度 10年 臼杵保健所

〔日田玖珠〕保健所報 12.05 西部保健所

平成１２年度 10年 日田玖珠保健所

〔臼杵〕保健所報 19.06 中部保健所

平成１９年度 10年 臼杵保健所

〔日田玖珠〕保健所報 14.06 西部保健所

平成１４年度 10年 日田玖珠保健所

〔日田玖珠〕保健所報 15.07 西部保健所

平成１５年度 10年 日田玖珠保健所

〔日田玖珠〕保健所報 16.07 西部保健所

平成１６年度 10年 日田玖珠保健所

〔日田玖珠〕保健所報 9.05 西部保健所

平成９年版 10年 日田玖珠保健所

〔日田玖珠保健所玖珠支所〕保健所報 9.05 西部保健所

平成９年版 10年 日田玖珠保健所玖珠

〔宇佐高田保健所高田保健部〕保健所報 11.06 北部保健所豊後高田保健部

平成１１年度 10年 宇佐高田保健所高田

〔日田玖珠〕保健所報 11.05 西部保健所

平成１１年度 10年 日田玖珠保健所

〔中部〕保健所報 24.09 中部保健所
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行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２４年度 10年 中部保健所

〔豊肥〕保健所報 22.08 豊肥保健所

平成２２年度 10年 豊肥保健所

〔豊肥〕保健所報 23.08 豊肥保健所

平成２３年度 10年 豊肥保健所

〔豊肥〕保健所報 24.09 豊肥保健所

平成２４年度 10年 豊肥保健所

〔豊肥〕保健所報 25.07 豊肥保健所

平成２５年度 10年 豊肥保健所

〔東部〕保健所報 25.07 東部保健所

平成２５年度 10年 東部保健所

〔宇佐豊後高田〕県民保健福祉センター報 18.05 北部保健所

平成１８年版 10年
宇佐豊後高田県民保健福祉セン
ター

〔中部〕保健所報 25.08 中部保健所

平成２５年度 10年 中部保健所

〔南部〕保健所報 24.07 南部保健所

平成２４年度版 10年 南部保健所

〔西部〕保健所報 25.07 西部保健所

平成２５年度 10年 西部保健所

〔西部〕保健所報 24.08 西部保健所

平成２４年度 10年 西部保健所

〔北部〕保健所報 20.06 北部保健所

平成２０年版 10年 北部保健所

〔北部〕保健所報 21.05 北部保健所

平成２１年版 10年 北部保健所

〔北部〕保健所報 22.05 北部保健所

平成２２年版 10年 北部保健所

〔北部〕保健所報 23.06 北部保健所

平成２３年版 10年 北部保健所

〔東部〕保健所報 24.07 東部保健所

平成２４年度 10年 東部保健所

〔豊後大野〕県民保健福祉センター所報 18.07 豊肥保健所

平成１８年度 10年 豊後大野県民保健福祉センター
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閲覧期間

所属名
発行所名

備考

〔宇佐高田保健所高田保健部〕保健所報 10.1 北部保健所豊後高田保健部

平成１０年度 10年 宇佐高田保健所高田

〔宇佐高田保健所宇佐保健部〕保健所報 9.05 北部保健所

平成９年度 10年 宇佐高田保健所宇佐保険部

〔宇佐高田保健所宇佐保健部〕保健所報 13.05 北部保健所

平成１３年版 10年 宇佐高田保健所宇佐

〔宇佐高田保健所宇佐保健部〕保健所報 12.05 北部保健所

平成１２年版 10年 宇佐高田保健所宇佐

〔宇佐高田保健所宇佐保健部〕保健所報 11.06 北部保健所

平成１１年版 10年 宇佐高田保健所宇佐

〔宇佐高田保健所宇佐保健部〕保健所報 10.06 北部保健所

平成１０年度 10年 宇佐高田保健所宇佐

〔豊肥〕保健所報 21.1 豊肥保健所

平成２１年度 10年 豊肥保健所

〔宇佐高田保健所〕保健所報 15.05 北部保健所

平成１５年版 10年 宇佐高田保健所宇佐

〔豊肥〕保健所報 20.07 豊肥保健所

平成２０年度 10年 豊肥保健所

〔豊後大野〕県民保健福祉センター所報 19.06 豊肥保健所

平成１９年度 10年 豊後大野県民保健福祉センター

〔宇佐高田〕保健所報 14.04 北部保健所

平成１４年版 10年 宇佐高田保健所宇佐

〔宇佐高田〕県民保健福祉センター報 17.05 北部保健所

平成１７年版 10年
宇佐豊後高田県民保健福祉セン
ター宇佐保健

〔北部〕保健所報 25.06 北部保健所

平成２５年版 10年 北部保健所

〔北部〕保健所報 24.06 北部保健所

平成２４年版 10年 北部保健所

〔国東〕保健所報 13.05 東部保健所国東保健部

平成１３年度 10年 国東保健所

〔宇佐高田保健所〕保健所報 16.06 北部保健所

平成１６年版 10年 宇佐高田保健所宇佐

〔佐伯〕保健所報 16.07 南部保健所
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平成１６年度版 10年 佐伯保健所

〔中津〕保健所報 17.05 北部保健所

平成１７年版 10年 中津保健所

〔中津〕保健所報 18.05 北部保健所

平成１８年版 10年 中津保健所

〔中津〕保健所報 19.05 北部保健所

平成１９年版 10年 中津保健所

〔中津〕保健所報 9.05 北部保健所

平成９年度 10年 中津保健所

〔三重〕保健所報 9.05 豊肥保健所

平成９年度 10年 三重保健所

〔三重〕保健所報 16.05 豊肥保健所

平成１６年度 10年 三重保健所

〔三重〕保健所報 15.05 豊肥保健所

平成１５年度 10年 三重保健所

〔国東〕保健所報 14.05 東部保健所国東保健部

平成１４年度 10年 国東保健所

〔三重〕保健所報 14.05 豊肥保健所

平成１４年度 10年 三重保健所

〔三重〕保健所報 10.06 豊肥保健所

平成１０年度 10年 三重保健所

〔三重〕保健所報 12.05 豊肥保健所

平成１２年度 10年 三重保健所

〔中津〕保健所報 14.05 北部保健所

平成１４年版 10年 中津保健所

〔佐伯〕保健所報 9.05 南部保健所

平成９年度 10年 佐伯保健所

〔東部〕保健所報 23.07 東部保健所

平成２３年度 10年 東部保健所

〔東部〕保健所報 22.07 東部保健所

平成２２年度 10年 東部保健所

〔東部〕保健所報 21.07 東部保健所

平成２１年度 10年 東部保健所
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〔東部〕保健所報 20.07 東部保健所

平成２０年度 10年 東部保健所

〔中部〕保健所報：修正版 21.12 中部保健所

平成２０年度 10年 中部保健所

〔中部〕保健所報 23.11 中部保健所

平成２３年度 10年 中部保健所

〔中部〕保健所報 22.07 中部保健所

平成２２年度 10年 中部保健所

〔中部〕保健所報 21.1 中部保健所

平成２１年度 10年 中部保健所

〔中部〕保健所報 20.09 中部保健所

平成２０年度 10年 中部保健所

〔三重〕保健所報 13.05 豊肥保健所

平成１３年度 10年 三重保健所

〔佐伯〕県民保健福祉センター報 19.08 南部保健所

平成１９年度版 10年 佐伯県民保健福祉センター

〔国東〕保健所報 15.05 東部保健所国東保健部

平成１５年度 10年 国東保健所

〔国東〕保健所報 16.07 東部保健所国東保健部

平成１６年度 10年 国東保健所

〔国東〕保健所報 17.07 東部保健所国東保健部

平成１７年度 10年 国東保健所

〔国東〕保健所報 18.07 東部保健所国東保健部

平成１８年度 10年 国東保健所

〔南部〕保健所報 23.11 南部保健所

平成２３年度版 10年 南部保健所

〔南部〕保健所報 22.07 南部保健所

平成２２年度版 10年 南部保健所

〔南部〕保健所報 21.11 南部保健所

平成２１年度版 10年 南部保健所

〔南部〕保健所報 20.11 南部保健所

平成２０年度版 10年 南部保健所

〔国東〕保健所報 19.07 東部保健所国東保健部
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平成１９年度 10年 国東保健所

〔国東〕保健所報 9.06 東部保健所国東保健部

平成９年度 10年 国東保健所

〔中津〕保健所報 16.05 北部保健所

平成１６年版 10年 中津保健所

〔佐伯〕県民保健福祉センター報 18.07 南部保健所

平成１８年度版 10年 佐伯県民保健福祉センター

〔中津〕保健所報 15.05 北部保健所

平成１５年版 10年 中津保健所

〔佐伯〕保健所報 10.07 南部保健所

平成１０年度 10年 佐伯保健所

〔佐伯〕保健所報 11.05 南部保健所

平成１１年度 10年 佐伯保健所

〔佐伯〕保健所報 12.05 南部保健所

平成１２年度 10年 佐伯保健所

〔佐伯〕保健所報 14.03 南部保健所

平成１３年度版 10年 佐伯保健所

〔佐伯〕保健所報 14.08 南部保健所

平成１４年度版 10年 佐伯保健所

〔佐伯〕保健所報 15.07 南部保健所

平成１５年度版 10年 佐伯保健所

〔中津〕保健所報 11.05 北部保健所

平成１１年版 10年 中津保健所

〔中津〕保健所報 12.05 北部保健所

平成１２年版 10年 中津保健所

〔中津〕保健所報 13.05 北部保健所

平成１３年版 10年 中津保健所

〔佐伯〕県民保健福祉センター報 17.08 南部保健所

平成１７年度版 10年 佐伯県民保健福祉センター


