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局

保健医療
部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (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）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は一致しない場合があります。

業務運営進行表

（平成28年４月１日～平成29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（出先機関は所属）名

第１号様式

所属進行表

健康危機管理課長の大久保久美子です。

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。

所属長の写

真・イラスト

など（必須）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 13 12 13 13

上記以外の職員 4 4 4 4

計（人） 17 16 17 17

配置職員数

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

項目 (再)配当額

事業費 666,630 21,867 39,340 77,200 298,047 200,089 636,543

維持管理費 0

計 666,630 21,867 39,340 77,200 298,047 200,089 636,543

41,022 27,105 40,138 30,946 139,211

62,889 66,445 117,338 328,993 200,089 775,755

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）



Ⅳ　業務実施状況

１　災害時医療救護体制の推進

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

41 48 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

16 0 0
4
※

1
※ 5

※チーム以外の個人受講あり

ＤＭＡＴ－Ｌ
養成ﾁｰﾑ数

　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。

＜目標＞
28年度末時
点の指定病

院数

28年度に新たに指定された病院数

項目

＜目標＞
28年度ＤＭ
ＡＴ－Ｌ養
成ﾁｰﾑ数

28年度ＤＭＡＴ－Ｌ養成チーム数

項目

災害協力病院
指定数

27年度末時
点の指定病

院数

実績・進捗状況

　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、大規模災害時の医療救護体制の強
化を図るため、国主催の「大規模地震時医
療活動訓練」や「ビッグレスキューかなが
わ」などの訓練に医療チームの参加を促
し、本県又は他都道府県で大規模災害が発
生した場合には、これらの医療チームによ
る医療救護活動を行う。
　昨年度設置した地域災害医療コーディ
ネーターの技能向上を図るための研修を開
催する。

・熊本地震では、現地の医療救護活動を支援す
るため、神奈川DMATを10ﾁｰﾑ、医療救護隊を６ﾁｰ
ﾑ派遣した。

・７月13日に熊本県へ派遣した神奈川DMAT、医
療救護班の活動報告会を開催し、行政、医療関
係者の間で現地の活動や課題等の情報共有化を
図った。
・８月６日の大規模地震時医療活動訓練では、
神奈川DMAT25チームが静岡県内の災害拠点病院
に参集し、病院支援訓練を実施した。
・９月11日のビッグレスキューかながわでは、
DMATを保有する28病院が参加し、DMAT調整本部
を立ち上げ、DMATの派遣訓練を実施した。

・10月15日、16日に地域災害医療コーディネー
ト研修を開催し、地域災害医療コーディネー
ター及び保健福祉事務所職員の計15名が参加し
た。
・12月３日、４日に神奈川ＤＭＡＴ－Ｌ養成研
修を開催し、災害拠点病院等の39名の医療従事
者が参加した。

・３月４日、５日に神奈川ＤＭＡＴ－Ｌ養成研
修を開催し、災害拠点病院等の40名の医療従事
者が参加した。
・３月24日に災害医療対策会議を開催し、28年
度の事業報告と29年度の事業スケジュール等を
報告した。

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

3 3 2 4 12

4 5 2 2 13

3,204 5,591 2,879 3,737 15,411

4,102 3,676 4,728 4,900 17,406

343 400 360 406 1,509

314 296 374 351 1,335

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

Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第１四半期

  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。

・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。

・引き続き、業務計画作成に向けた助言を行な
うとともに、新型インフルエンザ訓練の実施に
向けた調整を開始した。

・12月１日に県西地域において実施訓練を行な
うとともに、12月13日には、国と連携した本部
会議開催訓練と情報伝達訓練を実施した。

・新型インフルエンザに対する予防接種である
「特定接種」について、対象事業者への周知や
申請確認を行った。また、特定接種の体制整備
に向けて関係団体との調整を進めた。

風しん抗体検査実施件数

（昨年度実績)
※一部市町村において12月分のみ暫定値

項目 実績・進捗状況

項目

風しん患者の報告数

（昨年度実績）

市町村からの接種者数報告※

（昨年度実績）

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
・九都県市部会における広報の共同実施の検討

引き続き事業を実施した。

・風しん予防接種事業、風しん抗体検査等引き
続き事業を実施するとともに、九都県市共同事
業として電車内に「風しん予防」を訴える中吊
り広告による広報を実施した。

・風しん予防接種事業、風しん抗体検査等引き
続き事業を実施するとともに、企業への働きか
けや、横浜アリーナや横浜国際プールにおける
サイネージ広告等による広報を実施した。

　平成28年熊本地震の対応としては、神奈川DMATを10ﾁｰﾑ現地へ派遣
するとともに、全国知事会からの医療救護班の派遣要請に対応するた
め、関係団体と調整し、６ﾁｰﾑを派遣した。
　また、被災者を支援するため、職員及び県民等に対して募金を行っ
た。
　平成26年度から実施している「風しん撲滅作戦」については、市町
村が行う予防接種補助事業に対する支援や抗体検査事業を実施、九都
県市部会での協議やスマートフォン用のＷＥＢサイトを運営すること
で、予防接種の促進を図った。
　また、新型インフルエンザ等の対策としては、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。



第２四半期

第３四半期

第４四半期

総合評価

045-210-4634連絡先（電話番号）

所属長評価

　地域災害医療コーディネート研修や神奈川ＤＭＡＴ－Ｌ養成研修を
開催し、大規模災害発生時の医療救護体制の強化を図った。
　風しんについては、風しん予防に向けた補助事業等を引き続き行な
うとともに、九都県市共同事業による広報活動を実施することで広域
的な啓発活動を行なった。
　新型インフルエンザについては、本部会議開催訓練と情報伝達訓練
等を実施することで、新型インフルエンザ発生時対応の強化を図っ
た。

　神奈川ＤＭＡＴ－Ｌ養成研修や災害医療対策会議を開催し、大規模
災害発生時の医療救護体制の強化を図った。
　風しんについては、予防接種事業を継続して実施したほか、企業へ
の働きかけ、スポーツ会場での広報を行うことで、広く予防啓発活動
を行った。
　新型インフルエンザについては、特定接種の接種体制の構築に向け
て取り組んだ。

 災害協力病院については、今年度７病院を指定したことにより、49
病院となり、また、ⅮⅯＡＴ－Ｌについては、79名の隊員を養成し
た。これらの取り組みにより、医療救護体制の強化を図ることができ
た。
　「風しん撲滅作戦」では、風しん予防に係るWEBサイトの運営、電
車内の中吊り広告、スポーツ会場でのサイネージ広告等により、効果
的な広報を実施することができた。
　また、新型インフルエンザ等対策としては、発生に備えた各種訓練
を実施し、対応の強化を図ることができた。

　熊本県に派遣した医療チームの活動報告会や「大規模地震時医療活
動訓練」、「ビッグレスキューかながわ」への神奈川DMATの訓練参加
により、医療救護体制の強化を図った。
　風しんについては、引き続き事業を実施することで、予防接種の促
進を図った。
　また、新型インフルエンザ等の対策としては、指定地方公共機関の
業務計画作成について助言を行うとともに、新型インフルエンザ訓練
の実施に向けた調整を開始した。


