
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27年４月１日～平成28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、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

282,374 1,601 22,718 199,111 19,342 242,772

4,025 1,683 2,666 4,349

56 9 93 127 771 4 1,003

286,455 1,692 1,694 25,512 199,882 19,345 248,125

項目 (再)配当額

事業費 429,674 22,197 17,920 96,187 99,152 194,989 430,445

維持管理費 0

計 429,674 22,197 17,920 96,187 99,152 194,989 430,445

43,046 26,948 39,449 23,345 132,787

65,243 44,867 135,635 122,497 194,989 563,232

△ 63,552 △ 43,173 △ 110,123 77,385 △ 175,644 △ 315,107

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 14 12 12 12

上記以外の職員 2 2 2 2

計（人） 16 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

36 41 0 0 0 7 7

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

6 0 0 5 5 10

＜目標＞
27年度ＤＭ
ＡＴ－Ｌ養
成チーム数

27年度ＤＭＡＴ－Ｌ養成チーム数

項目

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

27年度に新たに指定された病院数
＜目標＞

27年度末時
点の指定病

院数

26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。
　また、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、原則として二次
医療圏ごとに地域災害医療コーディネーターを
設置し、人材を育成するための研修会を開催す
るほか、各地域で地域災害医療対策会議が開催
できるよう調整し、大規模災害の発生に備え
る。

　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人体制とした。新体制による災害
医療コーディネーター会議においては、災害時における
地域のコーディネート機能の向上に向けて、方向性を確
認した。
  また、９月１日の内閣府主催の大規模災害時医療救護
活動訓練に向けて、より実践的な訓練となるようＤＭＡ
Ｔ（災害派遣医療チーム）のインストラクター会議を毎
月開催した。

　８月30日のビッグレスキューかながわ（県・厚木市合
同総合防災訓練）において、現場救護所や災害拠点病院
におけるＤＭＡＴ活動、ミニＳＣＵにおける航空搬送患
者の選定や診療等、実践的な医療救護活動訓練を行っ
た。
　９月１日の大規模災害時医療救護活動訓練（内閣府主
催。都心南部直下地震を想定）において、33災害拠点病
院（全ＤＭＡＴ保有病院）が参加し、ＤＭＡＴ活動、Ｄ
ＭＡＴ調整本部の設置運営、ＳＣＵ（航空搬送拠点）の
設置運営等の訓練を行った。

　地域における医療資源の配分等の各種調整を担う人材
を育成するため、地域災害医療コーディネート研修を開
催するとともに、新たに地域災害医療コーディネーター
を30名を委嘱した。また、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い、地
域の災害医療体制のさらなる強化を図った。

　災害時の医療対策、医療救護のあり方を検討する災害
医療対策会議を実施し、また、各保健福祉事務所にて開
催する地域災害医療対策会議を実施するに当たって、支
援を行った。
　1月26日の国民保護共同実動訓練において、現場救護所
におけるＤＭＡＴ活動や災害拠点病院、災害協力病院に
おける受入、診療等、実践的な医療救護活動訓練を行っ
た。また、横浜市との共催で今年度２回目のＤＭＡＴ－
Ｌ隊員の養成研修を行い、地域の災害医療体制のさらな
る強化を図った。加えて災害発生時における、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

2 6 5 2 15
18 7 4 1 30

4,102 3,676 4,728 4,899 17,405
1,625 1,482 1,410 1,565 6,082
314 296 374 351 1,335
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）

（昨年度実績　※H26.6～)
風しん抗体検査実施件数

  神奈川県新型インフルエンザ等行動計画を踏
まえ、神奈川県新型インフルエンザ等対策ガイ
ドラインの作成と、国と連携した新型インフル
エンザ等訓練を行い、新型インフルエンザ等の
発生時に対応する具体的取組みを強化する。

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、必要な助言を行った。

新型インフルエンザ患者が発生した場合、患者が入院す
る「病床」を確保するよう、13医療機関に対し人工呼吸
器の補助を決定し、病院内で整備を実施。

新型インフルエンザが県内で発生した想定で、国と連動
して、本部会議開催訓練及び情報伝達訓練を実施した。

新型インフルエンザ特定接種の体制整備に向けて、関係
機関と連絡調整を行った。

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、広報の
実施、企業への働きかけ、九都県市への共同実
施の提案などの「風しん撲滅作戦」を展開す
る。

・風しん予防接種事業費補助、風しん抗体検査の実施
・風しん広報戦略事業（風しん対策ＷＥＢサイト運用業
務）の実施
・企業訪問等による働きかけ
・九都県市部会における提案

・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（風しん対策ＷＥＢサイト運用業
務）の実施
・企業等へのチラシ等の送付による働きかけ
・九都県市部会における協議

・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（「ストップ風しん祭2015」、風
しん対策ＷＥＢサイト運用業務）の実施
・企業訪問等による働きかけ

・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（風しん対策ＷＥＢサイト運用業
務）の実施
・企業（男性従業員）向けのパンフレットを新規作成
・企業訪問等による働きかけ



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

　災害医療については、３月に県災害医療対策会議を開催し、27年度の活動報告及び
県の方針を決定することができた。
　また　1月26日の国民保護共同実動訓練において、現場救護所におけるＤＭＡＴ活
動や災害拠点病院、災害協力病院における受入、診療等、実践的な医療救護活動訓練
を行った。今年度２回目のＤＭＡＴ－Ｌ隊員の養成研修を行い、地域の災害医療体制
のさらなる強化を図った。その他、災害協力病院を７カ所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。
「風しん撲滅作戦」については、企業（男性従業員）向けのパンフレットを新規作成
し、企業訪問等による働きかけを行うことができた。
　また、新型インフルエンザ特定接種の体制整備に向けて、関係機関と連絡調整を行
うことができた。
災害協力病院の指定数、ＤＭＡＴ-Ｌの養成数は、当初の目標を達成できた。
また、「風しん撲滅作戦」では、企業（男性従業員）向けのパンフレットを作成し、
企業訪問等による働きかけを行うことができた。新型インフルエンザ特定接種の体制
整備に向けて関係機関と連絡調整を行うことができた。引き続き、災害医療、感染症
対策を推進していく。

　災害時医療については、８月30日のビッグレスキューかながわや９月１日の大規模
災害災害時医療救護活動訓練において、ＤＭＡＴ活動やＤＭＡＴ調整本部の設置な
ど、実践的な訓練を行ったほか、平時の訓練の成果として、台風18号による豪雨災害
時に、茨城県の要請に対して、24病院・26チームのＤＭＡＴを迅速に派遣することが
できた。
「風しん撲滅作戦」については、予防接種事業費補助や抗体検査を継続するほか、九
都県市部会による協議や企業へのチラシ等による働きかけを行った。
　新型インフルエンザ対策として、入院患者の受入病床確保など、新型インフルエン
ザ発生時に備えた体制整備を行った。
　また、子宮頸がん予防ワクチン接種後に何らかの症状に苦しむ方に対する支援とし
て、都道府県で初めて医療費等の給付を８月から開始した。

045-210-4634連絡先（電話番号）

所属長評価

　災害時医療については、災害医療コーディネーター会議において、災害時における
地域のコーディネート機能の向上に向けて、方向性を確認するとともに、９月１日の
内閣府主催の大規模災害時医療救護活動訓練に向けて、より実践的な訓練となるよう
検討した。
　平成26年度に引き続き、「風しん撲滅作戦」を展開し、予防接種事業費補助や抗体
検査を実施した。また、風しん対策ＷＥＢサイト等による広報活動や企業訪問等によ
る働きかけ、九都県市部会における提案を行い、予防接種を促進した。
　新型インフルエンザ対策としては、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、必要な助言を行った。

　災害時医療については、地域における医療資源の配分等の各種調整を担う人材を育
成するため、地域災害医療コーディネート研修を開催し、新たに地域災害医療コー
ディネーターを30名委嘱した。また、災害時の急性期に県内で医療救護活動を行うＤ
ＭＡＴ－Ｌ隊員の養成研修を行い、地域の災害医療体制のさらなる強化を図った。
「風しん撲滅作戦」については、「ストップ風しん祭2015」を開催するほか、企業訪
問等による働きかけを行い、効果的な広報戦略を展開することで、予防接種が必要な
世代の予防接種や抗体検査につなげることができた。
　また、新型インフルエンザ対策としては、新型インフルエンザが県内で発生した想
定で、国と連動して、本部会議開催訓練及び情報伝達訓練を実施し、新型インフルエ
ンザ発生時における体制整備を図ることができた。
  また、子宮頸がん予防ワクチン接種後の健康被害支援について、国が救済を再開し
たため、給付対象医療を10月末までの受診分とし、申請受付を原則として12月末まで
とした。（申請者29名）


