
第1号様式
所属進行表

局名 部名

保健福祉局 保健医療部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況
１　業務実績（数字で表せないもの） 

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

業務運営進行表

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

　医療課では、次のような仕事をしています。
・　医療施策の総合的な企画・調整を行っています。
・　医療の普及・向上に取り組んでいます。
・　医療法・医師法等に基づく医療機関の開設等に係る許認可や医療機関に対する検査・指導を行って
　います。
・　救急医療体制の整備を行っています。
・　医師確保対策に取り組んでいます。
・　国際戦略総合特区における医療政策を推進しています。

医療課
所　属

室・課（出先は所属）名 所属HPアドレス

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1507/

（注１）差額の△(マイナス)には、県税や県債、国庫支出金等を充当しています。
（注２）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は各項目を合計したものと一致しない場合があります。

項目

地域医療再生計画の
推進

事業内容

　基金を活用し、地域に
おける医療課題の解決に
向けて策定した地域医療
再生計画を着実に推進す
る。

実績・進捗状況

　既存の計画（東部・西部計画、追加計画）につ
いては、着実に執行している。
　国の24年度補正予算による計画（再追加計画）
については、市町村や関係団体から事業提案を募
集した上で計画案を作成し、国において審査中。

　既存の計画（東部・西部計画、追加計画）につ
いては、着実に執行している。
　８月に国の24年度補正予算による計画（再追加
計画）を策定し、９月補正予算を議会で審議中。

　既存の計画（東部・西部計画、追加計画）につ
いては、着実に執行している。
　国の24年度補正予算による計画（再追加計画）
については、９月補正予算が議決され、着実に執
行している。
　また、基金を有効に活用するため、12月に計画
変更を行った。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 出納整理期間 累計

年間計画額

4,088,164 200,000 45,545 250,985 312,484 2,359,113 3,168,126

2,091,206 971,747 1,050,000 1,009,850 3,031,597

66,312 1,774 2,018 1,978 33,589 30,281 69,640

6,245,682 201,774 1,019,310 1,302,963 1,355,923 2,389,394 6,269,363

項目 (再)配当額

事業費 7,718,038 395,518 1,496,503 2,101,212 888,187 2,693,636 7,575,057

維持管理費 0

計 7,718,038 395,518 1,496,503 2,101,212 888,187 2,693,636 7,575,057

44,958 42,303 42,968 43,839 174,068

2,888 191 2,892 276 6,248

23,810 24,851 48,661

71,656 42,494 70,711 44,115 228,977

10,008 10,052 10,052 10,052 40,163

4,827 4,838 4,838 4,838 19,339

86,491 57,384 85,600 59,005 0 288,479

482,009 1,553,887 2,186,812 947,192 2,693,636 7,863,536

△ 280,235 △ 534,577 △ 883,849 408,731 △ 304,243 △ 1,594,173

収
入

収入科目

共済費相当額

退職手当相当額

計

通勤手当

期末勤勉手当

給与計

収入済額

繰入金

国庫支出金

その他

収入計(A)

支出済額

　　　　　　　 差額(A)-(B)
(注１)

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人
件
費

給与 (下記手当を除く)

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 26 26 26 26

再任用職員 1 1 1 1
臨時的任用職員 1 1 1

非常勤職員 7 7 7 7

計（人） 34 35 35 35

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1507/


第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

項目 事業内容

　県と市町村との役割分担及び事業の見直しにつ
いて、救急医療問題調査会の下に新たな部会であ
る初期救急協議会を設置し、市町村や関係団体と
協議を行った。

実績・進捗状況

在宅医療の推進

　在宅医療の推進に向
け、市町村が群市区医師
会と連携して取り組む人
材育成や連携拠点づくり
を支援する。

項目 事業内容

救急医療体制の再構
築

救急医療に関する事業に
ついて、県と市町村との
役割分担を整理した上で
再構築を図る。

項目 事業内容

救急情報システムの
改修

平成26年10月に更新時期
を迎える、県救急医療情
報システムの改修を行
う。

実績・進捗状況

　消防機関と新システムに関する意見交換会を実
施した。

　医療機関に対して、システムの更新に関するア
ンケート調査を実施した。

　消防機関を訪問して状況を聴取をするととも
に、仕様書案の作成について委託契約を締結し
た。

　システム検討会を２回、その下のワーキンググ
ループを３回開催し、仕様書案作成について検討
を行うとともに、医療関係団体や医療機関を訪問
してシステムの更新について説明を行った。

　救急分野別に県と市町村との役割分担について
検討した。

　県と市町村との役割分担及び事業の見直しの考
え方について、市町村や関係団体へ説明を行っ
た。

　平成26年度については平成25年度と同様の予算
措置をすることについて、市町村や関係団体へ説
明を行った。

地域医療再生計画の
推進

　基金を活用し、地域に
おける医療課題の解決に
向けて策定した地域医療
再生計画を着実に推進す
る。

項目 事業内容

病床協議の推進

保健医療計画に基づき二
次保健医療圏の実情や圏
域特性を考慮して病床整
備を進める。

　平成25年3月31日現在の既存病床数を調査し、集
計作業を行った。

　平成25年3月31日現在の既存病床数を公表し、病
床不足地域については、地区保健医療福祉推進会
議等の意見を聴取した。

　地区保健医療福祉推進会議等の意見を踏まえ、
11月6日から病床整備事前協議の募集を開始し、12
月27日までの受付を行った。

　開設予定者から申出のあった事前協議書の審査
及び地区保健医療福祉推進会議等で意見聴取を行
い、3月10日の保健医療計画推進会議、3月24日の
医療審議会を経て、開設予定者あて通知を行っ
た。

　既存の計画（東部・西部計画、追加計画）及び
国の24年度補正予算による計画（再追加計画）に
ついては、いずれも着実に執行している。
　また、基金を有効に活用するため、２月に計画
変更を行った。

実績・進捗状況

　国の24年度補正予算による地域医療再生計画
（再追加計画）に在宅医療の推進を位置づけ、国
において審査中。

　８月に国の24年度補正予算による計画（再追加
計画）を策定し、９月補正予算を議会で審議中。

　９月補正予算が議決され、市町村における人材
育成や連携拠点づくりの取組みを支援した。

　市町村における人材育成や連携拠点づくりの取
組みを支援した。

実績・進捗状況



第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

項目 事業内容

正確・迅速な許認可
事務

医療法に基づき医療法人
の新規設立や定款変更等
に係る許認可事務を行
う。

項目 事業内容

  運航件数は64件（延べ212件）であり、順調に運
用されている。
　また、12月19日の山静神サミットにおいて、ド
クヘリの広域連携に係る基本合意書を締結した。

  運航件数は56件（延べ268件）であり、順調に運
用されている。

実績・進捗状況

　５月15日に藤沢湘南台病院周辺の４薬局で実証
実験を開始した。（参加者は６月末時点で149
人。）

　10月中に実証実験の参加薬局・協力病院の募集
や、民間事業者による実証実験の運営主体となる
事業者の募集を開始するため、参加要件等につい
て検討するとともに、９月補正予算を議会で審議
中。

実績・進捗状況

　運航件数は59件であり、順調に運用されてい
る。

実績・進捗状況

子どもの死因究明の
推進

平成26年度からの死因究
明調査の実施に向け、平
成25年度は研究会（仮
称）を立ち上げ、調査方
法等の研究を行う。

実績・進捗状況

項目 事業内容

病院前救護等の充実

救急救命士の職域拡大及
びＡＥＤ（自動体外式除
細動器）の普及促進につ
いて検討する。

項目 事業内容

　研究会（仮称）設置に向け、構成員を選定して
いる。

  研究会（仮称）設置に向け、構成員を選定して
いる。

　部局を超えて課題を検討するため、クロスファ
ンクション・ラウンドテーブル会議の設置準備を
行った。

　クロスファンクション・ラウンドテーブルを開
催し、部局を超えて課題の検討を行った。

ドクターヘリコプ
ターの運用

救急医療体制の課題であ
る搬送時間（治療開始時
間）の短縮による救急医
療体制の充実・強化の解
決方法として、ヘリコプ
ターの特性を活かした搬
送システムを整備する。

項目 事業内容

マイカルテプロジェ
クトの推進

　慶應義塾大学との共同
研究・協働実験として、
お薬手帳の電子化による
効果等を検証するための
実証実験を行う。

  運航件数は89件（延べ148件）であり、順調に運
用されている。

　９月補正予算が議決され、10月～11月に実証実
験の参加薬局・協力病院や民間事業者を募集した
ところ、34薬局・２病院、１事業者から応募が
あった。

　協力病院３病院・参加薬局50薬局となり、参加
者が493人まで増加した。（３月20日現在）
　また、実証実験の期間を平成26年９月まで延長
した。

　平成26年度からの全交番へのＡＥＤ設置に向
け、警察本部との調整等の準備を行った。

　平成26年度からの全交番へのＡＥＤ設置に向
け、入札手続きを行った。

  研究会（仮称）設置に向け、構成員を選定して
いる。

  研究会（仮称）設置に向け、構成員を選定して
いる。

実績・進捗状況

　処理期間の短縮を図るようグループ内で目標の
確認を行い、着実に事務を行っている。

　定期的に棚卸しを実施することでグループ全体
の進捗状況を把握し、迅速な許認可事務に努め
た。

　定期的に棚卸しを実施することでグループ全体
の進捗状況を把握し、迅速な許認可事務に努め
た。

　定期的に棚卸しを実施することでグループ全体
の進捗状況を把握し、迅速な許認可事務に努め
た。



第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期
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第４・四半期

Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

総合評価

項目 事業内容

国際的な医療人材の
養成

特区制度を活用した国際
的な医療人材の養成機関
設置に向け、規制の洗い
出し等の調査を実施する
とともに、シンポジウム
を開催する。

045-210-4865

　平成26年４月のがんワクチンセンター開設に向
け、 責任者となる医師の確保等を行った。

所属長評価

　平成26年４月のがんワクチンセンター開設に向
け、諸準備を行った。

　引き続き、限られた財源や人員で業務を効率的・効果的・計画的に進め、国
や市町村、医療関係団体、各医療機関等と協調・連携して医療提供体制の整備
を推進するとともに、新たな課題についても積極的に取り組んだ。
　また、許認可事務等についても、正確で迅速な事務処理を行った。

　引き続き、限られた財源や人員で業務を効率的・効果的・計画的に進め、国
や市町村、医療関係団体、各医療機関等と協調・連携して医療提供体制の整備
を推進するとともに、新たな課題についても積極的に取り組んだ。
　また、許認可事務等についても、正確で迅速な事務処理を行った。

　年間を通じて、限られた財源や人員で業務を効率的・効果的・計画的に進
め、国や市町村、医療関係団体、各医療機関等と協調・連携して医療提供体制
の整備を推進するとともに、新たな課題についても積極的に取り組んだ。
　また、許認可事務等についても、正確で迅速な事務処理を行った。

　限られた財源や人員で業務を効率的・効果的・計画的に進め、国や市町村、
医療関係団体、各医療機関等と協調・連携して医療提供体制の整備を推進する
とともに、新たな課題についても積極的に取り組んだ。
　また、許認可事務等についても、正確で迅速な事務処理を行った。

連絡先（電話番号）

　引き続き、限られた財源や人員で業務を効率的・効果的・計画的に進め、国
や市町村、医療関係団体、各医療機関等と協調・連携して医療提供体制の整備
を推進するとともに、新たな課題についても積極的に取り組んだ。
　また、許認可事務等についても、正確で迅速な事務処理を行った。

　県立がんセンターでの実施に向け、県立病院機
構との協議及び課題の洗い出しを実施した。

平成26年４月のがんワクチンセンター開設に向
け、ワクチン提供元と研究の核となる者の確保に
ついて、調整を行っている。

実績・進捗状況項目 事業内容

革新的・独創的な医
療技術の展開

「がんププチドワクチン
療法」の臨床への応用に
向けた取組みとして、
「（仮称）がんワクチン
センター」の開設を進め
る。

検診データを活用し
た検体バンク・検体
情報ネットワークの
整備

京浜臨海部の特区発の技
術である「アミノイン
デックス」の普及及びこ
れらの診断支援事業をも
とにしたデータベースの
構築

実績・進捗状況

　必要な与件を整理し、調査を開始した。

　引き続き、調査を実施した。

　中間報告について県議会に報告するとともに、
引き続き調査を実施し、12月末に調査結果をとり
まとめた。

　最終報告について県議会及び県医療審議会に報
告した。また、３月29日にシンポジウムを開催し
た。

実績・進捗状況

　アミノインデックスにつき、職員向け人間ドッ
クのオプションとして実施することとし、19機関
で導入開始した。
　データベースの構築に関し、特区の共同事業者
である３県市で事業主体の調査等を実施した。

　予防医学協会（一次健診）、横浜市立大学（二
次健診）、県立がんセンター（二次健診）での共
同研究体制を構築した。

　データベースの構築に関し、特区の共同事業者
である３県市で事業者等との意見交換を実施し
た。

　データベースの構築に関し、特区の共同事業者
である３県市で意見交換を実施した。

項目 事業内容


