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所属
http://www.eiken.pref.kanagawa.jp

所属のホームページ

衛生研究所

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

第１号様式 

所属進行表 

 衛生研究所長の岡部英男です。衛生研究所では、県民の 

健康の保持・増進や公衆衛生の向上を図るため、次の仕事 

をしています。 

１ 調査研究 

  健康被害の原因究明や検査・試験法などの調査研究 

２ 試験検査 

  健康への危害が想定される苦情検査や公衆衛生上の 

   事件・事故発生時の原因究明のための検査、公衆衛生 

  行政の基盤となる科学的、技術的データを提供するため 

 の検査等 

３ 研修指導 

  県や市町村などの技術職員に対する研究成果の提供、 

 最新の知識や情報、技術を提供する実務研修や公開セ 

 ミナー、施設公開の実施、県民への研究成果・情報の 

 提供 

４ 公衆衛生情報の収集・解析・提供 

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

4,251 478 1,137 813 1,294 220 3,942

1,053 996 996

2,126 275 1,015 22 25 1,407 2,743

7,430 1,750 2,152 835 1,319 1,626 7,681

項目 (再)配当額

事業費 246,769 8,736 43,935 72,469 83,475 32,612 241,227

維持管理費 889,887 25,254 35,801 387,561 47,454 369,660 865,729

計 1,136,656 33,990 79,736 460,030 130,929 402,271 1,106,956

222,633 150,471 232,606 154,825 760,536

256,623 230,207 692,636 285,754 402,271 1,867,491

△ 254,873 △ 228,056 △ 691,802 △ 284,435 △ 400,645 △ 1,859,810

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料

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 71 76 75 75

上記以外の職員 13 15 14 14

計（人） 84 91 89 89

配置職員数

http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/


Ⅳ　業務実施状況

１　積極的な情報発信（数字で表せるもの） 

　①　講座・研修等実施数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

80 17 39 29 17

80 16 19 23 22

　②　学会発表・論文数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

80 13 9 21 29

69 13 7 19 30

　③　ホームページ・ページ増加数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

100 25 20 28 36

102 21 28 29 24

２　業務実績（数字で表せないもの） 

第１四半期

・「未病を治すかながわ宣言」の積極的
　な推進
・ライフイノベーションに向けた発がん
　性分析法実用化展開事業(平成27～30年
　度)の着実な推進
・基幹感染症情報センターにおける積極
　的な疫学調査に基づく情報発信
・新型インフルエンザ等、感染症対策の
　推進
・食中毒・感染症の疫学調査に係る衛生
　行政支援
・改正感染症法の施行への準備の推進
・薬物乱用防止に向けた危険ドラッグ対
　策の強化への支援
・食品の化学物質等による危害に係る検
　査体制の強化
・放射能に関する検査の実施と情報提供
　の充実
・動物由来感染症対策の推進

項目 年間目標
（計画増加数）

　　　　   　 実績増加ページ数　  　　　　　　　(単位：ページ)

累計

実施件数

(前年度実績)

項目
　　　　   　   　実績件数　　　    　　　　　　　(単位：件)

項目 実績・進捗状況

・基幹感染症情報センターとして、ホーム
ページ等において、MERS、手足口病及び腸管
出血性大腸菌感染症に係る情報提供を行い、
これらの感染症に対する注意喚起を行った。
・首都圏地方感染症情報センター連絡会にお
いて、劇症型溶血性レンサ球菌感染症や麻し
んについて情報交換を行った。
・県政情報センターに「食品とカビ」のパネ
ルを展示し、カビによる害等について周知を
図った。
・韓国でのMERS流行に伴い、日本への侵入に
備え、ウイルス株等の情報を収集し、検査体
制及び検査手順の再確認を行った。
・腸管出血性大腸菌感染症患者の発生に伴
い、原因菌を用いて事例間の関連性の解析を
実施した。
・レジオネラ症患者の発生に伴い、同患者が
利用していた入浴施設由来菌株と患者由来菌
株の同一性の確認を行った。
・神奈川県薬物濫用防止条例に基づく知事指
定薬物の指定に際し専門的な評価・検討等を
行う神奈川県薬事審議会薬物評価検討部会に
参加し、薬物の分析結果や薬物による生体へ
の影響等について専門的見地から説明等を行
い、知事指定薬物の指定に貢献した。
・動物由来感染症対策検討会に出席し、今年
度の検査実施計画の確認及び情報交換を行っ
た。

累計

72

69

項目 年間目標
（計画回数）

実績回数　　　　　　　　　　　（単位：回）　

累計

実施回数 102

（前年度実績） 80

年間目標
（計画件数）

増加数 109

(前年度実績) 102



第２四半期

・発がん性分析法実用化展開事業に係る理化
学研究所との共同研究を開始した。
・子どもたちが楽しみながら科学技術の世界
に関心を持つことを目的とした施設公開を実
施し、体験コーナーや施設見学などを通じ
て、県民に対し公衆衛生に関する知識や情報
の提供、研究成果等の普及を図った。
・基幹感染症情報センターとして、保健福祉
事務所に対し、腸管出血性大腸菌感染症及び
レジオネラ症に係る情報提供を行った。
・散発発生の感染症の疫学調査に係る調査票
の利用について、健康危機管理課及び食品衛
生課とともに検討を行った。
・キノコ食中毒事例において、喫食残品キノ
コの成分分析を実施し、毒性成分を検出し
た。
・腸管出血性大腸菌感染症患者や結核患者か
らの分離菌を用いて事例・患者間の関連性の
解析を実施した。
・全国で手足口病が大流行し、本県でも警報
レベルを超えた。ウイルス検索の結果、コク
サッキーウイルスA群（CA)16型、6型の流行
であることを確認した。
・感染症法の改正により、感染症に関する情
報の収集体制の強化について新たな規定の整
備が必要になった。来年4月の法施行に向け
て、検討会等に参加し準備を進めている。
・薬物濫用防止条例による知事指定薬物7物
質の指定について、技術的支援を行った。
・動物由来感染症対策検討会の検査実施計画
にしたがって、鳥と犬を対象にオウム病クラ
ミジアおよびジアルジアの検査を実施した。



第３四半期

・公開セミナーを開催し、97名が参加した。
・「神奈川科学技術フェア2015」に出展し、
腸管出血性大腸菌感染症や遺伝子組換え食品
に関する展示・解説を行い、県民の健康と生
活の安全を守るための情報提供を行った。
・レギュラトリーサイエンス促進に向けた講
演を県内の２大学で実施した。
・腸管出血性大腸菌感染症患者、赤痢患者及
び結核患者由来菌株を用いて事例・患者間の
関連性の解析を実施した。
・インフルエンザサーベイにおいて、今季は
例年より早く10月にAHIpdm09型の集団発生が
あり、流行が懸念された。その後　AHIpdm09
は散発的な検出に留まり、まだ本格的流行に
は至っていないことを確認した。
・水質検査機関（30機関）に対する外部精度
管理を実施した。
・改正感染症法の施行に向けて引き続き準備
を進めている。
・動物由来感染症対策検討会の検査実施計画
に従って、鳥類を対象にオウム病クラミジア
検査及び犬猫を対象にカプノサイトファーガ
とコリネバクテリウム・ウルセランスの保菌
状況検査を実施した。また、死亡した犬の狂
犬病の検査を実施した。



・県内の感染症情報担当者会議、発生動向調
査解析委員会を通じて、感染症を監視し、発
生時の迅速な対応に備えた。さらに、近県と
も疫学情報の迅速共有を模索した。
・国際貢献の一環として、海外研修員（1
名）及び政策研修員(2名）を受け入れ、実務
的な専門研修や関係機関への視察を実施し
た。これにより、その国の経済、社会及び文
化の向上に寄与した。
・4月1日の改正感染症法の施行に向けて、病
原体検査に関する要綱、要領、各種標準作業
書等を作成した。
・腸管出血性大腸菌感染症患者及び結核患者
から分離された菌の事例・患者間の関連性の
遺伝学的解析を実施した。
・動物由来感染症対策検討会を開催し、今年
度実施した検査結果を報告し、来年度の検査
実施計画における検査項目の追加変更等につ
いて検討した。
・HIV検査相談事業において、新しいHIV診断
キットの導入のための検討を行った。
・ブラジル等でのジカウィルス感染症の大流
行に伴い、日本への流行を防御するため、県
内の検査体制を整備した。
・1月中旬からインフルエンザが流行し、流
行株解析の結果、前半の主な流行株は
AHIpdm09であったが、２月頃からＢ型が増加
した。
・「未病に関与するターゲット因子解明とそ
の応用」（未病研究事業　平成26～27年）の
研究成果を日本薬学会第136年会（横浜）で
発表した。
・ヘルスケア・ニューフロンティア推進局事
業として、日本薬学会第136回年会におい
て、Bhas42 細胞形質転換試験法に係るラン
チョンセミナー及びポスター展示を行った。
・1月15日、平成23年２月にKASTと共同出願
した「発がんプロモーション活性の検出法」
が特許登録された。
・1月8日、Bhas42細胞形質転換試験法が発が
ん性を予測する国際的な試験法としてOECDの
ガイダンスドキュメントNO.231として公示さ
れた。

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

0467-83-4400 内線2010連絡先（電話番号）

所属長評価

・腸管出血性大腸菌等の感染症患者の発生に伴い、事例間の解析や
菌株の同一性の確認を行うとともに、ホームページ等を通じて、
MERS、手足口病及び腸管出血性大腸菌感染症に係る県民へのわかり
やすくきめ細やかな情報提供に努め、感染症に対する注意喚起を
図った。
・危険ドラッグ対策強化の一環として、県知事指定薬物の指定に当
たり専門的見地から説明等を行い、知事指定薬物の指定に貢献し
た。
・今年度から新たに取り組むライフイノベーションに向けた発がん
性分析法実用化展開事業を円滑にスタートさせた。

・公衆衛生の向上のため公開セミナーや大学での講座等を実施し、
県民や学生に対して健康と生活の安全を守るための情報提供を行っ
た。
・腸管出血性大腸菌等の患者由来株による事例・患者間の関連性の
解析やインフルエンザの流行を注視するなど、感染症対策に努め
た。
・水質検査を実施する検査機関の技術力向上のため、当所が中心と
なり精度管理を行った。

・感染症発生時の対応、情報共有について県内外の機関等との調
整、検討を行い、連携強化を図ることができた。
・海外の研修員の受け入れにより、疫学、公衆衛生等について知
識・技術の習得に貢献し、国際貢献に尽力した。
・新しいHIV診断キットの導入のための検討やブラジル等でのジカ
ウィルス感染症の大流行に伴い、日本への流行を防御するための県
内の検査体制の整備などに取り組み、対策に努めた。
・「未病に関与するターゲット因子解明とその応用」（未病研究事
業　平成26～27年）の研究成果の日本薬学会第136年会での発表や、
平成23年２月にKASTと共同出願した「発がんプロモーション活性の
検出法」の特許登録など、県の未病対策の推進に貢献した。

　感染症の監視と予防、食品・医薬品の安全確保、快適で健康な生
活環境の確保等を図るため、調査研究や試験検査を行うとともに、
これらの成果や実績を踏まえた研修指導や公衆衛生情報の収集・解
析・提供を実施し、もって、地域及び広域の保健衛生行政を科学
的、技術的側面から支え、県民生活の安全確保に努めた。
　さらに県の未病政策におけるプロジェクトに参加し、衛生研究所
の専門性を生かした取組みを積極的に推進した。

・施設公開の来場者が277名あり、その61%は茅ヶ崎市の住民で、夏
休みに入ってすぐの開催だったことから中学生以下が57%を占めた。
今後も地域に根ざした行事として取り組んでいく。
・基幹感染症情報センターとして関係課とともに感染症の疫学調査
のための調査票の利用を進めることは、腸管出血性大腸菌等の散発
発生の原因究明に大いに役立つと考えられる。今後も引き続き、県
民に対して、よりわかりやすく、きめ細やかな感染症に係る情報提
供に努めていく。
・改正感染症法の施行に向けて、着実に準備を進めている。
・発がん性分析法実用化展開事業に係る理化学研究所との共同研究
をスタートさせた。


