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茨城県神栖市における有機ヒ素化合物汚染に関する 
健康被害に係る緊急措置事業について 

 
 

平成 15 年、茨城県神栖町（当時）において、有機ヒ素化合物であるジフェニルアルシン酸

（以下「ＤＰＡＡ」）による環境汚染に起因すると考えられる健康影響が生じていることが判明し

た。 

そのため、平成 15 年６月「茨城県神栖町における有機ヒ素化合物汚染等への緊急対応策

について」（閣議了解）（別添 1）に基づき、発症のメカニズム、治療法等を含めた症候及び病

態の解明を図り、もってその健康不安の解消等に資することを目的に、以下の緊急措置事業

を実施している（別添２、３）。 

＜緊急措置事業の内容＞ 

（１）医療等の給付 
（２）健康管理調査の実施 

（３）精神発達調査の実施※１ 
（４）小児支援体制整備事業の実施※２ 
（５）専門家による調査研究の実施 

 

本事業は、当初、平成２０年６月を目途として、ＤＰＡＡのばく露に係る者の症候及び病態の

解明の状況を勘案し、その全般について検討を行うものとし、環境省が臨床医学等の専門家

からなる検討会の意見を聴いて、その目的を達成したと認めたときに終了することとされていた

が、平成 20 年５月、平成 23 年６月、平成 26 年６月及び平成 29 年６月に本臨床検討会の意

見を聴き、３年間の事業の継続を決定している。 

現行の要綱では、令和２年６月を目途として、同様の検討を行うこととされており、今般、令

和２年７月以降も継続するか否かについて検討が求められている。 

 
 

※１ 小児期に DPAA にばく露し、精神発達遅滞がみられた者で、検討会の意見を聴いて調査の必要があ

ると認めた者に対し、症候及び病態の解明を図り、もって、その健康不安解消等に資するため、精神発

達に関する調査を平成 23 年度より開始。 

※2 特に小児において DPAA による発達面等への影響が懸念され、成長過程において今後多様な環境

変化も予見されるため、15 歳以下の者に対して、医療・発達・教育・福祉等の多角的な観点から、一人

一人の成長過程に応じた支援体制を調整する事業を平成 20 年度より開始。 

 

別添１ 茨城県神栖町における有機ヒ素化合物汚染への緊急対応策について 

別添２ 茨城県神栖市における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業要綱 

別添３ 茨城県神栖市における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業実施要領  

 



別添１ 

 

茨城県神栖町における有機ヒ素化合物汚染等への緊急対応策について 
 

平成 1 5 年 6 月 6 日          
閣 議 了 解          

 
 茨城県神栖町において、自然界には存在しない有機ヒ素化合物（ジフェニル

アルシン酸）による環境汚染に起因すると考えられる健康被害が生じているこ

とにかんがみ、早急にその原因究明及び健康被害への対応を進めるため、政府

は関係地方公共団体とも協力して、以下の対策を総合的に実施するものとする。 
 
第一 健康被害に係る緊急措置 
 神栖町における有機ヒ素化合物の曝露が確認された者に対し、健康診査を

行うとともに、医療費及び療養に要する費用を支給することにより治療を促

し、また、このうち、著しく有機ヒ素化合物に曝露したと認められる者に対

して協力金などを支給し、年限を限って集中的にその健康管理調査を実施す

ることとする。また、上記調査により集積した資料等をもとに、有機ヒ素化

合物に係る健康影響についての臨床医学的な調査研究を推進する。 
 これらの措置を通じ、早急に有機ヒ素化合物による健康被害者の症候及び

病態の解明を図り、もってその健康不安の解消等に資するものとする。 
 
第二 有機ヒ素化合物に関する基礎研究及び環境モニタリング調査 
 専門的な研究機関において、有機ヒ素化合物の環境及び人体中の挙動等に

関する基礎的な研究を推進するとともに、現在実施中の掘削調査等の結果も

踏まえ、神栖町の汚染井戸周辺における土壌及び地下水に関する定期的なモ

ニタリング調査を実施することにより、有機ヒ素化合物汚染の発現メカニズ

ムの解明及び新たな被害の防止に万全を期するものとする。   
 

第三 支援体制の整備 
 国として地元地方公共団体が設ける相談窓口を支援し、上記対策等に関す

る説明、情報開示、利用可能な諸制度の紹介や健康被害者等からの相談への

対応等を一元的に行うこととする。また、神栖町における有機ヒ素化合物汚

染に関し、環境省を中心とした国としての連絡体制を明確化するとともに、

国、県、町の連絡体制を強化するものとする。 
 
第四 その他 
 神奈川県平塚市及び寒川町における調査を含め、昭和 48 年に行われた「旧

軍毒ガス弾等の全国調査」のフォローアップを実施するものとする。 



別添２ 
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茨城県神栖市における有機ヒ素化合物による環境汚染 

及び健康被害に係る緊急措置事業要綱 
 

 
 
 
第１ 趣旨・目的  
  茨城県神栖市においては、通常自然界には存在しない有機ヒ素化合物であるジフェ
ニルアルシン酸による環境汚染に起因すると考えられる健康被害が生じているが、ジ
フェニルアルシン酸による環境汚染を通じた人への影響等については、十分な科学的
知見に乏しく、かつ、早急な対策が求められている状況にある。こうした状況等を踏
まえ、茨城県神栖市においてジフェニルアルシン酸にばく露したと認められる者に対
して、健康診査を行うとともに、医療費及び療養に要する費用を支給することにより
治療を促し、並びに当該者のうち著しくジフェニルアルシン酸にばく露したと認めら
れる者に対して、病歴、治療歴等に関する調査等を行うことにより、発症のメカニズ
ム、治療法等を含めた症候及び病態の解明を図り、もって、その健康不安の解消等に
資することを目的とする。 

 
 
第２ 具体的な内容等  
 １ 実施主体 
   この事業は、環境省が実施し、事務の一部を茨城県に委託するものとする。 
 
 ２ 対象者 

対象者は、茨城県神栖市におけるジフェニルアルシン酸による汚染が確認された
井戸（以下「汚染井戸」という。）の水を飲用に供していた住宅に居住し、又は居
住していた者であって、ジフェニルアルシン酸のばく露が確認されたものとする。 

      
     
 
 ３ 緊急措置事業の内容 
 （１）医療等の給付 
    対象者に対して、以下の措置を講ずるものとする。 
   ① 医療手帳の交付 
     本事業の適用を受けようとする者の申出に基づき、対象者に該当するか否か

の確認を行うものとし、対象者である旨の確認を受けた者に対しては、医療手



 
 

 

帳を交付するものとする。その際は、環境省が開催する臨床医学等の専門家か
らなる検討会の意見を聴くものとする。 

   ② 健康診査の実施 
     ①の医療手帳の交付を受けた者に対して、年１回の健康診査を行うものとす

る。 
   ③ 医療費の支給 
     ①の医療手帳の交付を受けた者が、疾病等（ジフェニルアルシン酸のばく露

に起因するものでないことが明らかな疾病等及び明らかになった疾病等を除
く。）について、指定医療機関等で医療を受けたときは、その者に対して、当
該医療に要した費用の額を限度として、医療費を支給するものとする。ただし、
その者が、社会保険各法その他国又は地方自治体の負担による医療に関する給
付を受けることができる場合には、当該医療に要した費用の額から当該医療に
関する給付の額を控除した額（自己負担分）の限度において支給するものとす
る。 

 
   ④ 療養手当の支給 
   （ア）②の健康診査を受けた者又は通院により③に係る医療を受けた者（（イ）

に該当する者を除く。）に対しては、通院等に要する費用として、月額 15,000
円を支給するものとする。 

   （イ）入院により③に係る医療を受けた者に対しては、入院に要する費用として、
月額 25,000 円を支給するものとする。   

 
 （２）健康管理調査の実施 
    （１）の①の医療手帳の交付を受けた者のうち、汚染井戸のうち、特に著しく

ジフェニルアルシン酸による汚染の影響を受けているものとして、検討会の意見
を聴いて環境省が認めたものの水を飲用に供していた住宅に居住し、又は居住し
ていた者（以下「健康管理調査対象者」という。）に対しては、以下の措置を講
ずる。 

   ① 健康管理調査対象者に対して、３年間、健康状態等に係る調査を実施するも
のとし、所定の健康状態等に係る報告票を提出した場合には、当該健康管理調
査対象者に対し、健康管理調査費用として、月額 20,000 円を支給する。 

   ② 本制度の初年度においては、健康管理調査対象者に対し、病歴、治療歴等に
関する調査その他の重点的調査を実施するとともに、当該調査に協力する場合
には、それぞれ以下の区分に応じた健康管理調査協力金を支給する。 

   （ア）本制度実施以前に入院歴（ジフェニルアルシン酸の曝露に起因するもので
ないことが明らかな疾病等に係るものを除く。（イ）において同じ。）のあ
る健康管理調査対象者 700,000 円 

      （イ）本制度実施以前に入院歴のない健康管理調査対象者 300,000 円 
 
 （３）精神発達調査の実施 
    （１）の①の医療手帳の交付を受けた者のうち、小児期にジフェニルアルシン

酸にばく露し、精神遅滞がみられたものであって、検討会の意見を聴いて調査の
必要があると環境省が認めた者（以下、「精神発達調査対象者」という。）に対
しては、精神発達等に係る調査を実施するものとし、所定の精神発達等に係る報
告票を提出した場合には、当該精神発達調査対象者に対し、精神発達調査費用と
して、月額 50,000 円を支給する。 

 
 （４）小児支援体制整備事業の実施 

  （１）の①の医療手帳の交付を受けた 15 歳以下の者のうち、親権者又は未成年
後見人からの申請があった者に対して、医療・発達・教育・福祉等の多角的な観点
から、一人一人の成長過程に応じた支援体制を整備するために、以下の措置を講じ
る。なお、現に支援を受けている者に対しては、15 歳を超えても小児支援調整検



 
 

 

討会議で支援が不要と判断されるまで支援を続ける。 
① 小児支援体制整備事業対象者の支援調整基本台帳を作成する。 
② 小児支援調整検討会議及び小児支援調整実務者会議を開催し、支援の実施に
ついて調整するとともに、各支援の実施状況を確認する。 

 
 （５）専門家による調査研究の実施 

① 環境省は、臨床医学等の専門家からなる検討会を開催して、本事業に係る調
査研究を行うものとする。 

② 検討会においては、（１）の①の確認及び（２）の認定について意見を述べ
るとともに、第１の目的の達成を図るため、（１）及び（２）の措置を通じて
得られた資料等に基づき、必要な科学的、技術的検討を行うものとする。 

 
 
第３ その他  
 １ この事業は、平成 15 年 6 月 6 日から実施するものとする。ただし、第２の３（１）

及び（２）については、6 月 30 日から実施するものとする。 
 
 ２ 健康管理調査は、臨床医学等の専門家からなる検討会の意見を聴いて、検討した

結果、第２の３（２）①の規定にかかわらず、平成 18 年 7 月以降も実施するものと
する。 

 
 ３ この事業については、平成 32 年 6 月を目途として、ジフェニルアルシン酸のばく

露に係る者の症候及び病態の解明の状況を勘案し、その全般について検討を行うも
のとし、環境省が検討会の意見を聴いてその目的を達成したと認めたときに終了す
る。 



別添３ 
 

環保企発第030606006号 
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                               環保安発第 1406262号 
一部改正平成26年6月26日 
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一部改正平成29年6月27日 
環保安発第 1809281号 
一部改正平成30年9月28日 

 
茨城県神栖市における有機ヒ素化合物による環境汚染及び 

健康被害に係る緊急措置事業実施要領 
 
  第１章 総則 
 
１ 通則 
  茨城県神栖市における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業要綱

（以下「緊急措置要綱」という。）に基づく医療等の給付、健康診査の実施、健康管理調査の実施

等（以下「事業」という。）については、緊急措置要綱に定めるところによるほか、この要領の定

めるところによる。 
 
２ 実施主体 
  事業は、環境省が実施し、その事務の一部を茨城県（以下「県」という。）に委託して行う。 
 
３ 指定医療機関 
(1) 県は、その開設者の同意を得て第12項に規定する医療を担当させる病院若しくは診療所（健

康保険法（大正11年法律第70号）第88条第１項に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法（平

成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者（同法第８条第４項に



 

 

規定する訪問看護を行う者に限る。）又は同法第53条第１項に規定する指定介護予防サービス

事業者（同法第８条の２第４項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。）を含む。）又は

薬局（以下「指定医療機関」という。）を指定する。 
(2) 指定医療機関は、30日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 
(3) 県は、指定医療機関が第12項に規定する医療を担当させるについて著しく不適当であると認

められる理由があるときは、その指定を取り消すことができる。 
(4) 県は、前号の規定により指定を取り消す場合には、当該医療機関の開設者に対し、弁明の機    

会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ書面をもって、弁明をなすべき

日時、場所及び当該処分をなすべき理由を通知しなければならない。 
 
４ 検討会の開催 
 緊急措置要綱に基づく環境省が開催する臨床医学等の専門家からなる検討会（以下「検討会」

という。）の名称は、ジフェニルアルシン酸に係る健康影響等についての臨床検討会とし、開催要

綱は別に定める。 
 

５ 対象者 
 事業の対象者は、茨城県神栖市におけるジフェニルアルシン酸による汚染の影響を受けている

と環境省が認めた井戸（以下「汚染井戸」という。）の水を飲用に供していた住居に居住し、又は

居住していた者であって、環境省が検討会の意見を聴いてジフェニルアルシン酸のばく露を確認

したものとする。 
 
  第２章 医療手帳 
 

６ 医療手帳の交付 
(1) 医療手帳の交付を受けようとする者は、県にその交付を申請しなければならない。 
(2) 前号の申請は、医療手帳交付申請書（様式第1号）に、住民票の写し及び居住要件等調査票（様

式第2号）を添付して、これを県に提出することにより行うものとする。 
(3) 県は、前号の申請を受理したときは、遅滞なく、環境省が検討会の意見を聴いて別に定める

ところにより、当該申請者に係る検体を採取するものとする。 
(4) 県は、第２号の申請書を受理したとき、又は前号の検体を採取したときは、遅滞なく、環境

省に回付するものとする。 
(5) 環境省は、検討会の意見を聴いて、前号の回付に係る申請者について第５項のジフェニルア

ルシン酸のばく露に係る確認を行い、当該申請者が同項の対象者に該当するか否かを審査し、

その結果を、遅滞なく、県に通知するものとする。 
(6) 県は、前号の規定により当該申請者が第５項の対象者に該当する者である旨の通知を受けた

ときは、当該申請者に対し、遅滞なく、医療手帳（様式第3号）を交付するものとし、同号の

規定により同項の対象者に該当する者でない旨の通知を受けたときは、当該申請者に対し、

医療手帳交付申請結果通知書（様式第4号）を送付するものとする。 
(7) 第１号の申請書の提出は、環境省が検討会の意見を聴いて別に定める日までに行わなければ

ならない。 



 

 

 
(8) 申請者が医療手帳を受領したときは、医療手帳受領書（様式第5号）を県に提出しなければな

らない。 
 
７ 医療手帳交付台帳の整備 
 県は、医療手帳交付台帳（様式第6号）を備え、医療手帳を交付したときは、その交付に関する

事項を記載するものとする。 
 
８ 医療手帳の再交付 
(1) 第６項第６号の規定により医療手帳の交付を受けた者（以下「医療手帳保持者」という。）は、

医療手帳をき損し、又は紛失したときは、医療手帳再交付申請書（様式第7号）を県に提出し、

再交付を申請することができる。 
(2) 医療手帳をき損した医療手帳保持者が前号の申請をしようとするときは、同号の申請には、

き損した医療手帳を添付しなければならない。 
(3) 第１号の規定により医療手帳の再交付を受けた者は、医療手帳の再交付を受けた後、紛失し

た医療手帳を発見したときは、速やかに、これを県に返還しなければならない。 
 
９ 医療手帳の検印 
 医療手帳保持者は、毎年、県が定める期間に、医療手帳を県に提出し、その検印を受けなけれ

ばならない。 
 
10 医療手帳の失効等 
(1) 医療手帳保持者が死亡したときは、医療手帳は失効する。 
(2) 前号の場合には、戸籍法（昭和22年法律第224号）第87条の規定による死亡の届出義務者は、

医療手帳返還届（様式第8号）により、速やかに、医療手帳を県に返還しなければならない。 
(3) 医療手帳保持者が偽りその他不正の手段により医療費又は療養手当の支給を受けたときその

他この要領の規定に違反したときは、環境省又は県は、当該医療手帳保持者に対し医療手帳

の返還を求めることができる。 
(4) 前号の規定により返還を命じられた医療手帳保持者は、医療手帳返還届により、速やかに、

医療手帳を県に返還しなければならない。 
 
11 氏名、住所の変更による届出 
(1) 医療手帳保持者が、氏名又は住所を変更したときは、氏名等変更届出書（様式第9号）に医療

手帳及び住民票の写しを添えて、速やかに、県に提出しなければならない。 
(2) 県は、前号の規定により提出された氏名等変更届出書を受理したときは、当該届出書に添え

て提出された医療手帳の当該事項を訂正して、これをその者に返付し、又は新たに医療手帳

を作成して交付するものとする。 
 
 
 



 

 

 
  第３章 医療等の給付 
 
12 医療の給付 
(1) 県は、医療手帳保持者（国民健康保険法（昭和33年法律第192号）の規定による被保険者、健

康保険法、船員保険法（昭和14年法律第73号）、国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128
号）、地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）又は私立学校教職員共済組合法（昭

和28年法律第245号）の規定による被保険者又は被扶養者、高齢者の医療の確保に関する法律

（昭和57年法律第80号）の規定による被保険者及び介護保険法の規定による要介護者又は要

支援者に限る。以下この項において同じ。）が疾病等（ジフェニルアルシン酸のばく露に起因

するものでないことが明らかな疾病等及び明らかになった疾病等として環境省が検討会の意

見を聴いて別に定めるものを除く。第16項第２号を除き、以下同じ。）について、医療機関（健

康保険法に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者

若しくは指定介護予防サービス事業者を含む。）又は薬局（以下「医療機関等」という。）の

医療を受けたときは、その者に対して当該医療に要した費用の額を限度として医療費を支給

する。ただし、当該医療について他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担による

医療に関する給付を受けている者を除くものとする。 
(2) 前号の医療費の額は、「診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）」、「入院時食

事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基

準（平成2018年厚生労働省告示第99号）」、「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の

算定方法（平成20年厚生労働省告示第67号）」、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に

関する基準（平成12年厚生労働省告示第19号）」、「指定施設サービス等に要する費用の額の算

定に関する基準（平成12年厚生省告示第21号）」及び「指定介護予防サービスに要する費用の

額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第127号）」により算出した額の合計額から

医療保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律又は介護保険法の規定による医療に関する

給付に関し保険者が負担すべき額を控除した額を限度とする。 
(3) 医療手帳保持者は、医療機関等で疾病等について医療を受けようとするときは、医療機関等

に医療手帳を提出しなければならない。ただし、緊急その他のやむを得ない理由があるとき

は、この限りでない。 
(4) 県は、医療手帳保持者が指定医療機関で疾病等について医療を受けた場合には、医療費とし

て当該対象者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該指定医療機関に

支払うべき費用を、その者に代わり、当該指定医療機関に支払うものとする。 
(5) 前号の規定による支払いがあったときは、当該医療手帳保持者に対して、医療費の支給があ

ったものとみなす。 
(6) 医療手帳保持者は、緊急その他やむを得ない理由により指定医療機関以外の医療機関等で疾

病等について医療を受けたときは、第２号の費用を県に請求することができる。 
(7) 前号の請求をしようとする者は、医療を受けた後、速やかに、医療費支給申請書（様式第10

号）を県に提出しなければならない。 
(8) 県は、第６号の請求があった場合において、必要があると認めるときは、当該医療手帳保持

者に対し、医療費を支給する。 



 

 

 
13 療養手当の支給 
(1) 県は、医療手帳保持者が、その月において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、その

者の請求により、その者に対し、それぞれ次に掲げる額を療養手当として支給する。 
一 次項の規定による健康診査を受けた場合又は疾病等について通院により前項第１号に規

定する医療（以下この項において同じ。）を受けた場合（二に該当する場合を除く。）   一
万五千円 

    二 疾病等について入院により医療を受けた場合 二万五千円 
(2) 前号の請求は、疾病等について医療機関等の医療を受け、又は次項に規定する健康診査を受

けた各月分につき、当該医療又は健康診査を受けた翌月の末日までに療養手当支給申請書（様

式第11号）を県に提出することにより行わなければなければならない。 
(3) 療養手当は、月を単位として支給するものとする。 
 
  第４章 健康診査等 
 
14  健康診査の実施 
 県は、医療手帳保持者に対して、環境省が検討会の意見を聴いて別に定めるところにより健康

診査を年１回実施する。 
15  健康相談 
  県は、健康相談窓口を設け、医療手帳保持者に対し、その生活や健康の状況等に関する相談に

応ずるとともに、必要な助言を行うものとする。 
 
  第５章 健康管理調査 
 
16  健康管理調査の対象者 
(1) 県は、医療手帳保持者であって、汚染井戸のうち特に著しいジフェニルアルシン酸による汚

染の影響を受けているものとして検討会の意見を聴いて環境省が認めたものの水を飲用に供

していた住宅に居住し、又は居住していた者を対象者として、健康管理調査依頼書（様式第

12 号）を送付するものとする。 
(2) 前号の健康管理調査依頼書の送付を受けた者は、次項に規定する調査に協力する旨の同意を

するときは、県に対し、健康管理調査同意書（様式第 13 号）を提出するものとする。この場

合において、入院歴（ジフェニルアルシン酸のばく露に起因するものでないことが明らかな

疾病等として環境省が検討会の意見を聴いて別に定めるものに係るものを除き、環境省が検

討会の意見を聴いて別に定める期間に係るものに限る。以下同じ。）がある者にあっては、当

該健康管理調査同意書に入院証明書（様式第 14 号）を添付しなければならない。 
(3) 県は、前号の規定により健康管理調査同意書の提出を受けたときは、遅滞なく、当該健康管

理調査同意書を環境省に回付するものとする。 
 
17 健康管理調査の実施 
(1) 前項第２号の健康管理調査同意書を提出した者（以下「健康管理調査対象者」という。）は、



 

 

次の調査に協力するものとする。 
一  この要領の施行の日から起算して３年を経過した日の属する月までの間においては、緊

急措置要綱に基づく報告票（以下「健康管理調査報告票」という。）の作成その他の健康

状態等に関する調査 
二  平成 15 年度においては、病歴、治療歴等に関する調査その他の重点的調査（以下「重点

的調査」という。） 
(2) 健康管理調査対象者は、当該月に係る健康管理調査報告票を、その月の翌月 10 日までに県に

提出するものとする。 
(3) 第１号に規定する調査の内容及び方法については、検討会の意見を聴いて環境省が別に定め

る。 
 
18  健康管理調査費用等の支給 
(1) 県は、健康管理調査対象者が前項第１号一に規定する調査に協力する場合には、当該健康管

理調査対象者に対し、健康管理調査費用として、１月につき二万円を支給する。 
(2) 県は、健康管理調査対象者が前項第１号二に規定する調査に協力する場合には、次に掲げる

区分に応じて、それぞれ次に掲げる額の健康管理調査協力金を支給する。 
一 当該健康管理調査対象者に入院歴がある場合 七十万円 
二 当該健康管理調査対象者に入院歴がない場合 三十万円 

 
  第６章 精神発達調査 
 
19  精神発達調査の対象者 
(1) 県は、医療手帳保持者であって、小児期にジフェニルアルシン酸にばく露し、精神遅滞がみ

られたものであって、第 14 項の健康診査の結果等をもとに、検討会の意見を聴いて調査の必

要があると環境省が認めた者を対象者として、精神発達調査依頼書（様式第 15 号）を送付す

るものとする。 

(2) 前号の精神発達調査依頼書の送付を受けた者は、次項に規定する調査に協力する旨の同意を

するときは、県に対し、精神発達調査同意書（様式第 16 号）を提出するものとする。 
(3) 県は、前号の規定により健康管理調査同意書の提出を受けたときは、遅滞なく、当該精神発

達調査同意書を環境省に回付するものとする。 
 
20 精神発達調査の実施 
(1) 前項第２号の精神発達調査同意書を提出した者（以下「精神発達調査対象者」という。）は、

緊急措置要綱に基づく報告票（以下「精神発達調査報告票」という。）の作成及び面談の実施

その他の精神発達等に関する調査に協力するものとする。 
(2) 精神発達調査対象者は、当該月に係る精神発達調査報告票を、その月の翌月 10 日までに県に

提出するものとする。 
(3) 第１号に規定する調査の内容及び方法については、検討会の意見を聴いて環境省が別に定め

る。 
 



 

 

 
21  精神発達調査費用等の支給 
県は、精神発達調査対象者が前項第１号に規定する調査に協力する場合には、当該精神発達調

査対象者に対し、精神発達調査費用として、１月につき 50,000 円を支給する。 
 
  第７章 小児支援体制整備事業 
 
22  小児支援体制整備事業の実施 

(1) 医療手帳の交付を受けた 15 歳以下の者のうち、その親権者又は未成年後見人が小児支援体制

整備事業の実施を希望する場合、親権者又は未成年後見人は、県に対し、当該小児支援体制

整備事業に関する申請書（様式第 17 号）を提出するものとする。 
(2) 県は、前号の申請を受理したときは、小児支援調整検討会議の意見を聴いて、当該申請を小

児支援体制整備事業の対象とするか否かの審査を行い、その結果を、小児支援体制整備事業

申請結果通知書（様式第 18 号）により申請者に通知するとともに、環境省に報告するものと

する。 
(3) 県は小児支援体制整備事業対象者の支援調整基本台帳（様式第 19 号）を作成する。 

(4) 県は小児支援調整検討会議及び小児支援調整実務者会議を開催し、支援の実施について調整

するとともに、各支援の実施状況を確認する。 
(5) 県は現に支援を行っている者に対しては、15 歳を超えても小児支援調整検討会議で支援が不

要と判断されるまで支援を続ける。 
 
  第８章 調査研究の実施 
 
23  調査研究の実施 
  環境省は、第２章から第５章までの措置を通じて得られた資料等に基づき実施する検討会にお

ける科学的、技術的検討を踏まえ、ジフェニルアルシン酸による健康影響について、発症のメカ

ニズム、治療法等を含めた症候及び病態の解明を図るための調査研究を実施する。 
 
  第９章 雑則 
 
24  他の都道府県への協力依頼 
  環境省は、緊急措置要綱の円滑な施行のため、必要に応じ、医療手帳保持者が居住する都道府

県等に対して、必要な協力を依頼するものとする。 
 
25  関係者の留意事項 
  環境省及び県は、緊急措置要綱及びこの要領の施行に当たって知り得た事実の取扱いについて

慎重に配慮するよう留意するとともに、特に個人が特定され得るものに係る情報（個人情報）の

取扱いについては、その保護に充分に配慮するよう、関係者に対してもその旨指導するものとす

る。 
 



 

 

 
26  その他 
 この要領に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。 
 
附則 
１  この要領は、平成15年6月6日から施行する。ただし、第２章から第５章までの規定は平成15
年6月30日から施行する。 

２ 健康管理調査は、検討会の意見を聴いて、検討した結果、第17項第１号一の規定にかかわら

ず、平成18年7月以降も実施するものとする。 
３  事業は、平成32年6月を目途として、ジフェニルアルシン酸のばく露に係る者の症候及び病態

の解明の状況を勘案し、その全般について検討を行うものとし、環境省が検討会の意見を聴い

てその目的を達成したと認めたときに終了する。 
４ この要領の施行の際現に採取されている検体であって検討会が認めるものについては、第6
項第３号の規定により採取された検体とみなす。 

５ 改正前の様式により交付された医療手帳は、改正後の様式によるものとみなす。 
６ 改正前の様式により調製した医療手帳は、改正後においても当分の間、必要な修正を加え、

使用することができる。 
７ 改正前の様式により申請された小児支援体制整備事業に関する申請書は、改正後の様式によ

るものとみなす。 
 
 
 


