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Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

所属のホームページ

医療課

室・課（出先は所属）名

（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、国庫支出金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/1507/

第１号様式 

所属進行表 

医療課長の中澤よう子です。                  

 医療課では、主に次の仕事をしています。 

・ 「医療のグランドデザイン」「保健医療計画」「地域医療再生計画」 

  などの進行管理を行っています。 

・ 医療機関の開設などの許認可や、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や、医師確保対策に取り組んでいます。 

救急患者を 

搬送する 

ドクターヘリ 

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

2,227,696 36,185 84,235 139,597 391,011 1,049,178 1,700,206

3,490,473 3,469,879 17,514 3,487,393

67,578 10,215 9,428 3,174 20,280 37,540 80,638

5,785,747 46,400 93,663 142,771 3,881,170 1,104,233 5,268,237

項目 (再)配当額

事業費 7,723,390 184,769 291,835 1,025,294 4,475,969 1,626,291 7,604,158

維持管理費 0

計 7,723,390 184,769 291,835 1,025,294 4,475,969 1,626,291 7,604,158

77,827 52,602 78,505 54,178 263,112

262,596 344,437 1,103,799 4,530,147 1,626,291 7,867,269

△ 216,195 △ 250,774 △ 961,028 △ 648,977 △ 522,058 △ 2,599,032

収
入

収入科目 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 24 25 25 25

上記以外の職員 5 6 6 6

計（人） 29 31 31 31

配置職員数

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


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

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

・計画に基づき着実に事業を執行しました。

・計画に基づき着実に事業を執行しました。

項目 実績・進捗状況

在宅医療の推進

【目標】県内全33市町村で研修実施

・多職種協働研修や連携拠点づくりに取り組
む市町村を支援しました。

・多職種協働研修や連携拠点づくりに取り組
む市町村を支援しました。

・多職種協働研修や連携拠点づくりに取り組
む市町村を支援しました。

・多職種協働研修や連携拠点づくりに取り組
む市町村を支援しました。

項目 実績・進捗状況

地域医療提供体制の改革への対応

・病床機能報告制度の運用
・新たな財政支援制度の活用
・医療勤務環境改善支援センターの設置
・地域医療支援センターの設置

・６月18日に関係法律が成立しました。
・新たな財政支援制度については、関係団体
や市町村から事業提案を募集し、事業内容の
調整を進めました。

・病床機能報告制度については、10月１日か
ら制度が施行されるため、関係団体等へ周知
を行いました。
・新たな財政支援制度については、関係団体
や市町村と連携し、平成26～27年度に取り組
む事業を掲載した「都道府県計画（案）」を
取りまとめ、国に提出しました。
・医療勤務環境改善支援センターについて
は、９月24日に検討会を実施しました。

・病床機能報告制度については、10月1日から
11月14日までに行われた病床機能報告に伴
い、国が行う集計作業に係る数値の確認等を
行いました。
・新たな財政支援制度については、「都道府
県計画」を策定するとともに、関係予算を11
月補正予算で措置しました。
・医療勤務環境改善支援センターについて
は、12月10日に検討会を実施し、来年１月か
らの設置について決定しました。
・地域医療支援センターについては、11月10
日に第１回検討ワーキンググループを実施し
ました。

・病床機能報告制度については、報告が未提
出の医療機関に対して督促を行い、報告率の
向上を図りました。
・新たな財政支援制度については、11月補正
予算で措置した事業を執行するとともに、27
年度計画の策定に向けて関係団体や市町村か
ら事業提案を募集し、事業内容の調整を進め
ました。
・医療勤務環境改善支援センターについて
は、１月５日に設置し運営を開始しました。
・地域医療支援センターについては、２月16
日に第２回、３月30日に第３回の検討ワーキ
ンググループを実施しました。

項目 実績・進捗状況

地域医療再生計画の推進

・計画に基づき着実に事業を執行しました。

・計画に基づき着実に事業を執行しました。



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

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

項目 実績・進捗状況

救急情報システムの改修

・ＲＦＩ（仕様書の意見招請）を実施し、意
見を受けて修正した仕様書案を、救急医療情
報システム検討会に諮り、承認されました。

・各消防本部に対し個別説明や意見交換を行
うとともに、仕様書の精査を行い、再度ＲＦ
Ｉを実施しました。

・ＲＦＩの結果や消防機関や医療機関との意
見交換を踏まえ、更なる仕様書の精査を行い
ました。

・各消防本部に対し個別説明や意見交換を行
うとともに、各利用機関にとって有用なシス
テムのあり方について検討を行いました。

項目 実績・進捗状況

ドクターヘリコプターの運用

・運航件数は60件であり、順調に運用されて
います。

・運航件数は70件であり、順調に運用されて
います。
・静岡県、山梨県と広域連携に係る基本協定
を締結し、８月１日から広域連携による運航
を開始しました。

・運航件数は61件であり、順調に運用されて
います。

・運航件数は62件であり、順調に運用されて
います。

項目 実績・進捗状況

周産期医療体制整備計画の策定

実績・進捗状況

救急医療体制の再構築

・初期救急協議会を開催し、県と市町村の役
割について協議しました。

・関係市町村、県医師会、県歯科医師会に対
し個別説明を行うとともに、市町村救急医療
担当課長会議を開催して説明を行いました。

・11月６日に初期救急協議会を開催し、これ
までの関係団体との調整状況及び県の考え方
を説明しました。

項目

・補助金見直しを平成27年度当初予算に反映
しました。

実績・進捗状況

病床整備の推進

・平成26年3月31日現在の既存病床数を調査
し、集計作業を行いました。

・平成26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ました。

・地区保健医療福祉推進会議等の意見を踏ま
え、10月3日から病床整備事前協議の募集を開
始し、11月28日までの受付を行いました。

・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、2月13日の保健医療計画推進会
議、3月16日の医療審議会を経て、開設予定者
あて通知を行いました。

・計画策定の基となる国整備指針の改定が平
成27年２月頃となることから、現行計画の延
長について検討を実施し、了承されました。



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

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 実績・進捗状況

正確・迅速な許認可事務

・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ま
す。

・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
に努めました。

・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
に努めました。

・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
に努めました。

実績・進捗状況

こどもの死因究明に向けた取組み

・神奈川県こどもの死因究明研究会を開催
し、調査の実施方法等を検討しました。

・調査事業について、委託契約を締結し、各
医療機関へ調査依頼を送付ました。

・医療機関への調査を開始しました。

・神奈川県こどもの死因究明研究会を開催
し、委託先から報告書を受領しました。

項目 実績・進捗状況

マイカルテプロジェクトの推進

【目標】マイカルテプロジェクト利用人
数
　　　　実証実験期間中　1,500人
　　　　民間企業運営開始後　１万人以
上

・「お薬手帳の電子化」の実証実験を着実に
実施しました。（参加者数606人）

・「お薬手帳の電子化」の実証実験を着実に
実施しました。（参加者数722人）
・「お薬手帳の電子化」を運営する第１号の
民間企業を認証しました。

・「お薬手帳の電子化」の民間企業による運
営を開始しました。

・「お薬手帳の電子化」の民間企業による運
営を着実に実施しました。（サービス利用者
数1,818人）

項目 実績・進捗状況

病院前救護等の充実

【目標】AED設置警察施設数　670か所

・５月14日に県内すべての交番等警察施設へ
のＡＥＤ設置（670か所）が完了しました。

・県内すべての交番等警察施設へ設置したＡ
ＥＤについて適切な管理を行いました。

・県内すべての交番等警察施設へ設置したＡ
ＥＤについて適切な管理を行いました。

・県内すべての交番等警察施設へ設置したＡ
ＥＤについて適切な管理を行いました。

項目



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

　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み
ました。
　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いまし
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
極的に取り組みました。
　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いまし
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み
ました。
　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いまし
た。

045-210-4865連絡先（電話番号）

所属長評価

　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み
ました。
　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いまし
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み
ました。
　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いまし
た。


