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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

（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27年４月１日～平成28年３月31日）

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

所属のホームページ

医療課

室・課（出先は所属）名

第１号様式 

所属進行表 

医療課長の中澤です。                  

 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。 

業務・イベン

ト・庁舎の写

真、イラスト

など 

 

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。 

・ 「保健医療計画」などの進行管理を行っています。 

・ 地域医療再生基金や医療介護総合確保基金の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・小児・周産期医療体制の整備、在宅医療の充実、医師確保対策 

 など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

2,280,441 31,929 48,581 118,286 1,573,582 1,772,378

3,825,663 2,183,900 1,986,513 9,104 4,179,517

16,632 7,495 3,923 10,114 7,367 61 28,961

6,122,736 7,495 35,853 2,242,595 2,112,166 1,582,747 5,980,856

項目 (再)配当額

事業費 8,411,184 201,219 254,083 4,012,258 1,682,338 2,090,068 8,239,967

維持管理費 0

計 8,411,184 201,219 254,083 4,012,258 1,682,338 2,090,068 8,239,967

79,916 54,667 80,580 57,539 272,702

281,135 308,749 4,092,839 1,739,877 2,090,068 8,512,669

△ 273,640 △ 272,897 △ 1,850,244 372,289 △ 507,321 △ 2,531,813

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 26 26 26 26

上記以外の職員 6 6 6 7

計（人） 32 32 32 33

配置職員数

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

項目 実績・進捗状況

＜基金活用による医療提供体制の充実＞
地域医療介護総合確保基金を活用し、在
宅医療の推進や医療従事者等の確保な
ど、医療提供体制の充実に向けた取組み
を進めます。

・平成26年度分について、平成27年度当初予
算、６月補正予算で必要な事業を予算計上
し、取り組んでいます。
・平成27年度分について、内示のあった介護
分を先行して計画策定しました。

・平成27年度分について、32億７千万余円を
確保し、回復期病床への機能転換、地域医師
会による在宅医療の推進、産科医師の確保な
どに取り組む計画を策定するとともに、９月
補正予算で必要な事業を予算計上しました。

・平成27年度分について、追加で６億６千満
余円を確保し、回復期病床への機能転換、在
宅歯科医療の推進、精神疾患に対応する医療
従事者の確保などに取り組む計画を策定する
とともに、11月補正予算で基金の積み増しを
予算計上しました。
・平成28年度分について、計画策定に向けて
意見募集を行いました。

・平成28年度分について、計画策定に向けた
調査票を国へ提出しました。

項目 実績・進捗状況

＜地域医療構想の策定＞
平成28年度半ばまでに地域医療構想を策
定するため、地域の関係者による検討を
進めます。

・基礎的なデータとなる2025年の医療需要の
推計を行いました。

・県内８地域で地域医療構想調整会議を立ち
上げ、第１回会議を開催し、2025年の必要病
床数などについて情報共有しました。

・第２回会議を開催し、構想区域の設定や都
道府県間の患者流出入について検討しまし
た。

・第３回会議を開催し、構想区域間の患者流
出入について検討するとともに、地域の医療
提供体制の現状等について情報共有しまし
た。
・第４回会議を開催し、骨子案について検討
しました。

項目 実績・進捗状況

＜病床機能報告制度の運用＞
病床機能報告制度を円滑に運用し、県民
への情報提供を行います。

・国から提供された平成26年度の最終集計結
果について、内容のチェックや公表に向けた
準備作業を行いました。

・平成26年度の公表用報告書等を作成し、関
係会議での配付や、ホームページでの公表を
行いました。

・平成27年度病床機能報告について、国が行
う集計作業に係る数値の確認等を行いまし
た。

・平成27年度病床機能報告について、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。



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

＜在宅医療の推進＞
保健福祉事務所や市町村、関係団体と連
携し、在宅医療の推進体制整備や人材育
成、普及啓発に取り組みます。

・在宅歯科医療連携室を運営しました。

・在宅医療推進協議会を開催しました。
・在宅医療トレーニングセンター事業、在宅
医療連携システム導入事業の開始に向けて準
備しました。
・在宅歯科医療連携室を運営しました。

・在宅医療トレーニングセンター事業、在宅
医療連携システム導入事業を開始しました。
・在宅歯科医療連携室を運営しました。
・在宅歯科医療に取り組む歯科医療機関に機
器整備（140件）を行いました。

・在宅医療トレーニングセンター事業、在宅
医療連携システム導入事業を実施しました。
・在宅歯科医療連携室を運営しました。

項目 実績・進捗状況

＜周産期医療体制の検討＞
産科医師確保対策研究会の提言書を踏ま
え、安全安心な分娩提供体制の確保に向
けた取組みを検討・実施します。

・提言を踏まえ、医学生等の産科医療への参
入の促進について検討を行いました。

・提言を踏まえ、９月補正予算において産科
医師確保支援事業を事業化し、予算案を提案
しました。

・提言を踏まえ、分娩施設の拠点化と地域連
携の強化について検討を行いました。
・産科医師確保支援事業（９月補正予算事
業）を実施しました。

・引き続き分娩施設の拠点化と地域連携の強
化に向けた検討を行いました。
・産科医師確保支援事業として３大学に研修
に要する経費について補助を実施しました。

実績・進捗状況

＜救急医療体制の検討＞
救急医療のあり方を検討し、新たな救急
医療情報システムを構築します。

・新たな救急医療情報システムの構築に向け
て、救急医療に関する全体構想の検討を行い
ました。

・次世代の救急医療情報システムの導入まで
の間の当面の対応として、28年３月を期限に
暫定の救急医療情報システムを整備するため
入札公告を行いました。

・救急医療情報システムの更新に係る業務委
託契約を締結しました。
・新たな救急医療情報システムの構築に向け
て、引き続き全体構想の検討を行いました。

・消防機関、医療機関向けに救急医療情報シ
ステムに係る説明会を実施し、更新に伴う調
整を進めました。

項目



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

＜病床整備の推進＞
平成26年度に行なった病床協議に基づ
き、保健福祉事務所と連携して病院等の
開設に向けた手続きを着実に進めます。

・平成26年度の病床協議により配分した病床
の開設許可手続きついて、保健福祉事務所と
連携し、進捗管理を行いました。

・平成26年度の病床協議により配分した病床
の開設許可手続きついて、保健福祉事務所と
連携し、進捗管理を行いました。

・平成26年度の病床協議により配分した病床
の開設許可手続きついて、保健福祉事務所と
連携し、進捗管理を行いました。

・平成26年度の病床協議により配分した病床
の開設許可手続きついて、保健福祉事務所と
連携し、進捗管理を行いました。

項目 実績・進捗状況

＜医師確保対策の推進＞
地域医療支援センターについて、平成27
年度中の設置に向けた検討を進めるとと
もに、不足している状況が顕著な診療科
等の医師の育成・確保に努めます。

・地域医療支援センターの設置に向けて検討
ワーキンググループを開催し、センターの業
務内容や運営のあり方等の検討を行いまし
た。

・地域医療支援センターの設置に向けて引き
続き、関係機関と調整を行いました。

・地域医療支援センターを設置し、運営委員
会を開催しました。

・運営委員会を開催しました。
・臨床研修医の確保に向けて、学生を対象と
した臨床研修病院合同説明会を実施しまし
た。

項目 実績・進捗状況

＜正確・迅速な許認可事務＞
通常の医療法人の定款変更等の事前協議
については、相手方に書類作成の状況を
随時確認するなどして、長くとも３か月
以内に終了します。

・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。
・新規設立医療法人の認可申請（春期受付
分）について、迅速な事前審査に努めまし
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。
・新規設立医療法人の認可申請（春期受付
分）について、申請者へのヒアリング等を実
施しました。

・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。
・新規設立医療法人の認可申請（春期受付
分）について、認可書を交付しました。
・新規設立医療法人の認可申請（秋期受付
分）について、迅速な事前審査に努めまし
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。
・新規設立医療法人の認可申請（秋期受付
分）について、認可書を交付しました。



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

総合評価

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。
・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。
・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。
・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。
・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。
・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。


