
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

（注１）人件費には職員数に共済費及び退職手当の平均単価を乗じて算出した共済費相当額（事業主負担分）及び退職手当相当額が含
まれています。
（注２）差額の△(マイナス)には、県税や県債等を充当しています。
（注３）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。

業務運営進行表

（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1369/

所属のホームページ

健康危機管理課

室・課（出先は所属）名

第１号様式 
所属進行表 

 健康危機管理課長の芝山智です。 

  健康危機管理課では、主に次の仕事をしています。 

①大規模災害の発生に備え、災害医療対策会議による医療救護体制の検討や、研修や

訓練による人材育成、災害拠点病院に対する助成等を行っています。 

②新型インフルエンザ等対策や「風しん撲滅作戦」の展開等、感染症対策のほか、結

核予防対策、エイズ対策等の事業を行っています。 

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

266,348 15,020 17,081 199,854 12,341 244,295

4,025 4,025 4,025

56 7 6 69 373 -221 235

270,429 4,032 15,026 17,150 200,227 12,120 248,555

項目 (再)配当額

事業費 760,236 19,208 28,430 73,697 445,188 163,849 730,372

維持管理費 0

計 760,236 19,208 28,430 73,697 445,188 163,849 730,372

38,598 26,767 39,045 27,965 132,374

57,806 55,197 112,742 473,153 163,849 862,746

△ 53,773 △ 40,171 △ 95,592 △ 272,925 △ 151,729 △ 614,191

収
入

収入科目 収入済額

国庫支出金

財産収入

その他

収入計(A)

支出済額

　　　　　　 差額(A)-(B)　（注２）

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人件費　（注１）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 12 12 12 12

上記以外の職員 2 2 2 2

計（人） 14 14 14 14

配置職員数



Ⅳ　業務実施状況

１　災害時医療救護体制の再構築

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

２　災害協力病院の指定による、災害時の医療提供体制の充実強化

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 計

27 47 0 0 0 9 9

３　神奈川ＤＭＡＴ－Ｌ養成による災害発生直後の現場対応力及び医療提供体制の充実強化

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 計

8 14 0 0 5 0 5

項目
25年度末時
点のＤＭＡ
Ｔ－Ｌ指定

病院数

＜目標＞
26年度末時
点のＤＭＡ
Ｔ－Ｌ指定

病院数

26年度に新たなＤＭＡＴ－Ｌ養成数

ＤＭＡＴ－Ｌ
養成数

　災害拠点病院に準ずる設備・機能を有し、災害の発生時に災害拠点病院と連携して医療救護活動を行う病
院を「災害協力病院」として引き続き指定するとともに、二次保健医療圏を単位として災害拠点病院とブ
ロック化しバックアップ体制を強化し、災害時の医療提供体制の充実強化を図る。

災害協力病院
指定数

26年度に新たに指定された病院数
＜目標＞

26年度末時
点の指定病

院数

25年度末時
点の指定病

院数

項目

実績・進捗状況

　災害医療コーディネーターを活用して、災害
時医療救護体制全般に関する「災害医療対策会
議」を開催し、医療救護体制のあり方の検討、
人材育成、研修、訓練の企画・調整を行うとと
もに、保健福祉事務所が設置する地域災害医療
対策会議を通じた地域のネットワーク構築を促
進するため、地域におけるコーディネート機能
強化の方向性を取りまとめ、大規模災害の発生
に備える。

  災害医療対策会議医療活動部会及び人材育成部会を開催
するとともに、地域においては三崎地域災害医療対策会議
を開催する等、地域におけるコーディネート機能強化の必
要性について検討を開始した。

  災害発生時における迅速な医療救護活動の実現に向け、
政府広域医療搬送訓練や九都県市合同防災訓練等に合わ
せ、ＤＭＡＴの訓練を実施したほか、県と災害医療関係団
体（災害拠点病院、横浜市災害医療関係団体等）とのＭＣ
Ａ無線及び衛星電話による定期的な通信訓練や医療機関、
消防等向けのトリアージ技術習得研修等を実施した。

  災害時の急性期に県内で医療救護活動を行うＤＭＡＴ－
Ｌ隊員の養成研修を行うとともに、群馬県で実施された関
東ブロックＤＭＡＴ訓練において、各都県のＤＭＡＴとの
連携による病院支援や広域医療搬送の訓練を行った。
　また、県内の医療機関が参加し、ＥＭＩＳ（広域災害救
急医療情報システム）による災害時医療情報伝達訓練を実
施するほか、医療救護本部における災害時の初動対応訓練
を実施した。

　「災害時医療救護体制の強化に向けた県・市町村等担当
者会議」を県内５地区で開催し、市町村域を越えた地域レ
ベルでの医療救護体制づくりについて検討を行った後、災
害医療対策会議を開催し、地域災害医療対策会議の設置や
地域災害医療コーディネーターの設置について合意した。
　また、災害発生時における医療チームの派遣調整等を行
う災害医療コーディネーターを、平成27年４月１日付けで
新たに４人追加配置し10人体制とするほか、災害協力病
院、神奈川ＤＭＡＴ－Ｌ指定病院を追加指定し、医療救護
体制の充実強化を図った。

項目



４ 「風しん撲滅作戦」の展開

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 計

17 8 4 1 30

985 233 28 39 1,285

1,625 1,482 1,410 1,565 6,082

46,097 18,156 8,251 10,741 83,245

115 299 275 339 1,028
※

５  新型インフルエンザ等対策の実施

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

項目

風しん患者の報告数

（昨年度実績）

項目 実績・進捗状況

市町村からの接種者数報告※

（昨年度実績）

今年度は、横浜市、川崎市において予防接種を実施していないため、昨年度と比較し、接種者数が減少しています。

風しん抗体検査実施件数(H26.6～)

項目 実績・進捗状況

　2020年の東京オリンピック・パラリンピック
開催までに風しんを撲滅するため、市町村予防
接種費用助成への補助、抗体検査事業、戦略的
広報の実施、九都県市への共同実施の提案、企
業への働きかけなどの「風しん撲滅作戦」を展
開する。

・風しん予防接種事業費補助の実施
・風しん抗体検査の開始
・風しん広報戦略事業（ＮＨＫとのタイアップによるポス
ター及び週刊モーニング「コウノドリ」とのコラボによる
チラシの配布、先天性風しん症候群の子供を持つご家族が
出演する映像の映画館広告、ブライダル関連施設でのリー
フレットによる啓発等）の実施

・風しん予防接種事業費補助、風しん抗体検査の実施
・風しん広報戦略事業（インターネットバナー広告、先天
性風しん症候群の子供を持つご家族が出演する映像の映画
館広告、ブライダル関連施設でのリーフレットによる啓発
等）の実施

・風しん予防接種事業費補助、風しん抗体検査(12/1～対
象者を男性にも拡大）の実施
・風しん広報戦略事業（風しん撲滅フォーラム in かなが
わ、大型ショッピングモールでの啓発活動、インターネッ
トバナー広告、かなかなかぞくアニメによる映画館広告）
の実施

・風しん予防接種事業費補助、風しん抗体検査の実施
・風しん広報戦略事業（インターネットバナー広告、かな
かなかぞくアニメによる映画館広告、妊娠希望の夫婦や企
業で働く世代に向けた啓発映像の作成等）の実施

　神奈川県新型インフルエンザ等対策本部要綱
を作成し、発生時における庁内体制を整備す
る。
　また、神奈川県新型インフルエンザ等対策行
動計画を踏まえ、神奈川県新型インフルエンザ
等対策ガイドラインを作成し、具体的な取組み
を促進する。

　市町村が市町村行動計画を、指定地方公共機関が業務計
画を作成する際に、必要な助言を行うとともに、帰国者・
接触者外来を追加した。

　重症化した新型インフルエンザ患者が入院する「入院病
床」を二次保健医療圏ごとに確保するため、人工呼吸器を
医療機関に整備し、重症患者の対応ができる体制を構築す
るため、医療機関の実態調査を実施した。神奈川県新型イ
ンフルエンザ等対策ガイドライン作成に向け、前提となる
地域医療体制の構築を行った。

　新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき設置する
「神奈川県新型インフルエンザ等対策本部」に関し必要な
事項を定める神奈川県新型インフルエンザ等対策本部要綱
の作成に向け、発生時における各局の取組み等について調
整を行った。
　新型インフルエンザ等対策本部要綱を作成し、庁内体制
を整備するとともに、新型インフルエンザが国内で発生し
た場合を想定し、本部会議開催訓練及び情報伝達訓練を実
施した。また、訓練の結果を踏まえ、当面必要となるコー
ルセンター業務マニュアルを作成した。



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

　１月に新型インフルエンザ対策として国と連動した情報受伝達・本部設置訓練
を実施したが、市町村や指定地方公共機関など多くの機関・団体の参画を得るこ
とが出来たので、国内で発生した場合の動きを確認することが出来た。
　エボラ出血熱疑い患者の発生懸念が継続する中、疑い患者の移送は県が民間救
急に委託して行うが、その移送能力を超えた際の対応を消防機関にお願いするた
め、２月に消防機関との会議を開催するなど協定締結に向けた調整を開始した。
　風しん撲滅作戦については、妊娠希望の夫婦や企業で働く世代への啓発が重要
なので、先天性風しん症候群のお子さんのいるご家族の協力を得たドキュメンタ
リー映像や企業を舞台にしたドラマ映像を製作した。今後、これらの映像を活用
した企業への働きかけをさらに強化する予定である。
　災害医療については、市町村域を超えた地域レベルでの医療救護体制づくりが
重要であることから、１月～２月にかけて県内５地区において市町村や県保健福
祉事務所と会議を開催し、地域災害医療対策会議や地域災害医療コーディネー
ターの設置について合意を得た。これを受け、３月に県災害医療対策会議を開催
し、県の方針として決定することができた。また、３月末には、県の災害医療
コーディネーターについても、中長期的な視点から様々な医療ニーズに対応でき
るよう、４人の追加を決定した。その他、災害協力病院を９追加するなど医療救
護体制のさらなる充実を図ることが出来た。

　８月末から約70年ぶりにデング熱患者の国内感染が確認されたことから、速や
かに抗体検査体制を整えるとともに、県内で感染しないよう庁内関係室課長会議
や市町村連絡会議を開催し、予め対応を定めるとともに、県民等で感染確認され
た際の行動調整や、ウイルスを保有する蚊のモニタリング調査を迅速に実施し、
県内での感染を防止することが出来た。
  風しん撲滅作戦は、引き続き、予防接種事業費補助や抗体検査を実施するとと
もに、インターネットバナー広告や先天性風しん症候群のお子様のご家族が出演
する動画の映画館放映等の広報戦略を展開した。
  また、災害発生時における医療救護対策としては、災害拠点病院等の災害医療
関係団体との定期的な通信訓練を開始するとともに、医療機関、消防等向けにト
リアージ技術習得研修等を実施した。

所属長評価

　平成26年度開始の「風しん撲滅作戦」は、昨年度から継続の予防接種事業費補
助に加え、抗体検査も開始した。また、20代から40代の接種促進のため、ＮＨＫ
や週刊モーニングとのコラボ企画によるポスター・チラシの作成、先天性風しん
症候群のお子様のご家族が出演する動画の映画館放映、インターネットバナー広
告、ブライダル関連施設での啓発等などの広報活動を、年度当初から様々に展開
することが出来た。さらに、5/20の九都県市首脳会議では、知事から風しん撲滅
の共同実施を提案し、合意が得られた。
　災害医療については、医療活動部会や人材育成部会を開催し、地域における
コーディネート機能の強化について検討を開始するとともに、各関係機関との調
整も行い、今後の体制整備に向け、年度当初から活動することが出来た。

　西アフリカを中心に流行が拡大しているエボラ出血熱が県内でも発生する可能
性があることから、受入医療機関である横浜市民病院と調整の上、県内保健所等
との会議を開催し、患者移送の体制を整えるとともに、２次感染防止のため、個
人用防護具（PPE）や疑い患者搬送用のソフトアイソレーター（患者隔離搬送装
置）を整備した。さらに、米軍キャンプ座間と連携し、基地内で患者が発生した
という想定で、実働訓練を実施した。
　風しん撲滅作戦については、九都県市の共同事業として知事出席のフォーラム
を開催するとともに、風しんをテーマとしたかなかなかぞくのアニメの映画館上
映を行った。また、抗体検査の対象者を男性にも拡大した。
　災害医療については、ＤＭＡＴ-Ｌ隊員養成研修や各都県のＤＭＡＴとの連携
した病院支援、広域医療搬送訓練を行った。さらに、ＥＭＩＳ（広域災害救急医
療情報システム）による災害医療情報伝達訓練や医療救護本部の初動対応訓練も
実施した。



総合評価

  平成25年の風しんの大流行を受け、先天性風しん症候群の発生を防止するた
め、市町村が妊娠を希望する女性や妊婦の夫等を対象に助成する風しん予防接種
費用に対する補助や風しん抗体検査事業、各種広報を実施した。
  新型インフルエンザ等対策本部要綱を作成し、庁内体制を整備するとともに、
新型インフルエンザが国内で発生した場合を想定し、本部会議開催訓練及び情報
伝達訓練を実施した。また、訓練の結果を踏まえ、当面必要となるコールセン
ター業務マニュアルを作成した。
  さらに、70年ぶりのデング熱患者の国内感染に対しては、抗体検査体制の速や
かな構築及びモニタリング調査等により、県内感染を防止することができたほ
か、エボラ出血熱の海外での流行に対しては、県内発生を想定し、患者移送体制
を整えるとともに、個人防護具を整備するなど、適切に緊急対応を行うことがで
きた。
  災害医療については、大規模災害時における地域のコーディネート機能を向上
させるため、神奈川県災害医療対策会議において、平成27年度に地域災害医療
コーディネーターを設置すること及び当該人材を育成するための研修会を開催す
ることとした。
  また、県内における災害の発生直後の急性期に活動を開始できる機動性を持っ
た神奈川ＤＭＡＴ－Ｌ指定病院を追加指定し、災害発生直後の現場対応力を強化
したほか、災害拠点病院をバックアップする「災害協力病院」を追加指定し、災
害時の医療提供体制の充実強化を図ることができた。

045-210-4634連絡先（電話番号）

所属長評価


