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市町村名 相談窓口（係） 電話番号 FAX

高知市 母子保健課 088-855-7795 088-855-7796

室戸市 保健介護課　室戸市保健福祉センターやすらぎ 0887-22-3100 0887-24-2287

安芸市
健康ふれあいセンター「元気館」
（市民課 健康ふれあい係）

0887-32-0300 0887-32-0301

南国市 保健福祉センター 088-863-7373 088-863-7908

土佐市
健康づくり課　健康づくり班
（土佐市保健福祉センター内）

088-852-1113 088-850-2433

須崎市 健康推進課 0889-42-1280 0889-42-1245

健康推進課　地域保健係 0880-34-1823 0880-34-0567

保健センター（保健課　保健係） 0880-52-1132 0880-52-1024

宿毛市 保健推進課　健康指導係 0880-63-1113 0880-63-0410

土佐清水市 健康推進課　保健指導係 0880-82-1121 0880-82-5599

香南市 健康対策課 0887-57-7516 0887-55-3110

香美市
子育て世代包括支援センターすこやか
（健康介護支援課内）

0887-52-9281 0887-53-1094

東洋町 住民課　保健衛生係 0887-29-3394 0887-29-3813

中芸広域連合 保健福祉課 0887-38-8212 0887-32-1016

奈半利町 住民福祉課 0887-38-8181 0887-38-7788

田野町 保健福祉課 0887-38-2812 0887-38-2044

安田町 町民生活課 0887-38-6712 0887-38-6780

北川村 住民課 0887-38-1230 0887-32-1234

馬路村 保健福祉課 0887-44-2112 0887-44-2779

芸西村 芸西村保健センター（健康福祉課） 0887-33-4156 0887-33-4035

本山町 健康福祉課　健康福祉班 0887-70-1060 0887-70-1038

大豊町 住民課　健康づくり班 0887-72-0450 0887-72-0474

土佐町 健康福祉課　健康係 0887-82-0442 0887-70-1312

大川村 総務課 0887-84-2211 0887-84-2328

いの町 ほけん福祉課（すこやかセンター伊野内） 088-893-3811 088-893-1101

仁淀川町 保健福祉課　健康推進係 0889-35-0888 0889-35-0228

中土佐町 健康福祉課 0889-52-2662 0889-52-2432

佐川町
子育て世代包括支援センター
（佐川町健康福祉センターかわせみ内）

0889-22-7705 0889-22-7721

越知町 保健福祉課（越知町保健福祉センター） 0889-26-3211 0889-20-1186

梼原町
保健福祉支援センター　
子育て世代包括支援センター

0889-65-1170 0889-65-0379

日高村 健康福祉課（日高村保健センター） 0889-24-5001 0889-24-7372

津野町 健康福祉課（津野町総合保健福祉センター） 0889-55-2151 0889-55-2119

健康福祉課 0880-22-3115 0880-22-3725

大正地域振興局町民生活課 0880-27-0112 0880-27-1190

十和地域振興局町民生活課 0880-2８-5112 0880-28-5555

本庁 健康福祉課 保健衛生係 0880-43-2836 0880-43-2676

佐賀支所 地域住民課 保健センター 0880-55-7373 0880-55-7081

大月町 保健介護課　保健衛生係 0880-73-1365 0880-73-1613

三原村 住民課　保健衛生係 0880-46-2111 0880-46-2114

四万十市

四万十町

黒潮町

《 市 町 村 窓 口 一 覧 》 平成31年４月現在
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平成 27 年度 新生児聴覚検査マニュアル作成検討会

本マニュアルの作成にあたり、貴重かつ多くの助言をいただきました秋田県立リハビリテ

ーション・精神医療センター機能訓練部長 中澤 操先生に深謝いたします。

委員

藤枝 幹也 高知大学医学部小児科思春期医学教授

前田 長正 高知大学医学部産科婦人科学教授

森下 一 高知県医師会常任理事

濱脇 弘暉 高知県産婦人科医会会長

石黒 成人 高知県小児科医会会長

小林 泰輔 高知大学医学部耳鼻咽喉科学准教授

弘瀬かほり 高知大学医学部耳鼻咽喉科学助教

近澤 淳子 高知県立療育福祉センター通園事業部長

福永 寿則 高知県産婦人科医会

中田 裕生 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター小児科長

池上 信夫 高知大学医学部産科婦人科学講師・附属病院周産母子センター

松下 憲司 高知大学医学部小児思春期医学講師・附属病院周産母子センター

谷脇 聖児 高知市こども未来部母子保健課長

山本 ゆか 高知市こども未来部母子保健課課長補佐

福永 一郎 高知県健康政策部健康対策課長

事務局

福永一郎 健康政策部健康対策課長

田村美智 健康政策部健康対策課企画監 兼 周産期・母子保健推進室長

山本久充子 健康政策部健康対策課周産期・母子保健推進室チーフ

山崎祐美子 健康政策部健康対策課周産期・母子保健推進室 主査
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平成30年度 新生児聴覚検査マニュアル改訂委員

新生児聴覚検査連絡協議会メンバー

【医療機関関係者】

【行政関係】

区分 氏名 所属・職名

委員

中田 裕生
高知県・高知市病院企業団立高知医療センター

総合周産期母子医療センター副センター長兼小児科長

松下 憲司 高知大学医学部附属病院 周産期母子センター 講師

小林 泰輔 高知大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 准教授

弘瀬 かほり 高知大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 助教

髙橋 芳夫 独立行政法人国立病院機構高知病院 小児科医長

事務局

福永 一郎 高知県立療育福祉センター 副参事

川内 敦文 健康政策部健康対策課 課長

田村 美智 健康政策部健康対策課 企画監（周産期・母子担当）

島﨑 江里子 健康政策部健康対策課 周産期・母子保健推進室チーフ

三宮 久美 健康政策部健康対策課 周産期・母子保健推進室主幹

高知県・高知市病院企業団立

高知医療センター

総合周産期母子医療センター副センター長兼小児科長
中田 裕生

高知大学医学部附属病院 周産母子センター 講師 松下 憲司

高知大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 准教授 小林 泰輔

高知大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 助教 弘瀬 かほり

独立行政法人国立病院機構

高知病院
小児科医長 髙橋 芳夫

高知市母子保健課

高知県立療育福祉センター

高知県健康対策課
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新生児聴覚検査実施マニュアル

発 行：平成28年3月

改 訂：平成31年3月

発行者：高知県健康政策部健康対策課

〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目２－２０

電話：088-823-9659（周産期・母子保健推進室）
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