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Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　がん対策

　　「神奈川県がん対策推進計画」に掲げた「がんにならない取組みの推進」「がんの早期発見」

　「がん医療の提供」「がん患者の支援」「がんに対する理解の促進」の５つの柱でがん対策を

　総合的に推進しています。

　がん検診企業研修の実施回数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

20回 2 3 9 7

800人 226 85 227 174

0 4 8 8

0 142 278 239

がん検診企業研修
の実施回数

（前年度実績）

712

20

項目

659

目標
実績人数　　　　　　　　　　（単位：上段は回、下段は人）　

累計

21

所属のホームページ

がん・疾病対策課

室・課（出先機関は所属）名

所属 http://www.pref.kanagawa.jp
/div/1383/

（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）

第１号様式

所属進行表

がん・疾病対策課長の佐々木つぐ巳です。

がん・疾病対策課は、主に次の仕事をしています。

１ がん対策

２ 肝疾患・腎疾患対策

３ 難病対策

４ 自殺対策

５ 精神科救急対策
かながわDPAT研修（2/26）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 31 32 31 32

上記以外の職員 14 28 23 13

計（人） 45 60 54 45

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 10,601,646 3,244,473 1,693,948 2,486,838 2,413,128 603,986 10,442,373

維持管理費 0

計 10,601,646 3,244,473 1,693,948 2,486,838 2,413,128 603,986 10,442,373

92,000 79,677 95,647 66,703 334,028

3,336,474 1,773,625 2,582,485 2,479,831 603,986 10,776,401

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）



　業務実績

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

２　肝疾患・腎疾患対策

　「神奈川県肝炎対策推進計画」に掲げた「肝炎ウイルス検査の受検の促進」「肝炎医療を提供する

　体制の確保」「肝炎に関する正しい知識の普及啓発」「肝炎患者等及びその家族等に対する支援

　の強化及び充実」の重点施策により、肝炎対策を総合的に推進しています。

　　また、腎疾患対策として、重症化防止や予防に関する知識の普及啓発等に取り組んでいます。

　肝炎治療医療費助成認定数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

2,044 1,550 1,480 1,870

1,892 2,234 2,861 2,589

項目 実績・進捗状況

総合的ながん対策の推進
【かながわグランドデザイン 実施計画プ
ロジェクト No.２ 医療】
　本事業は本県の総合計画である「神奈
川グランドデザイン」のプロジェクトに
位置づけられている事業です。プロジェ
クトでは数値目標の一つとして「75歳未
満の10万人当たりのがんによる死亡数」
を掲げており、今年度の目標は71.5人と
なっています。
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/
attachment/783679.pdf#page=43

○ がん検診受診率の向上のため、包括協定を
締結している企業との共催による普及啓発イ
ベントを実施した。
　・6/17～19 がんを知る展
○ 市町村のがん検診事業の取組み状況を調査
した。

○ 県がん対策推進計画の進行管理を行う「が
ん対策推進協議会」を開催した。(8/10)
○ 「がん登録」から見えてくる本県のがんの
状況について、県民に理解いただくための
リーフレットを初めて作成した。

○ がん患者を支援するイベント「リレー・
フォー・ライフ」を共催した。(２回)
○ がん対策を県民運動として推進するため、
「神奈川がん克服県民会議」を開催した。
(10/18)
○ がん検診の精度管理を行う「がん分科会」
を４回開催した。(11/29～12/7）
○ がんの知識やがん検診の重要性を広く啓発
する「全国巡回がんセミナー」を共催した。
(12/17)

○ 県がん対策推進計画の進行管理を行う「が
ん対策推進協議会」を開催した。(3/9)
○ 県民が地域で質の高いがん医療を受けるこ
とができるよう、新たに川崎市立川崎病院を
県がん診療連携指定病院に指定した。

項目
実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

6,944

9,576

肝炎治療医療費助成認定数

（前年度実績）



　その他の業務実績

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

３　難病対策

　「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき、医療費助成を始めとする難病

　患者等に対する支援を行っています。

　業務実績

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

特定医療費の支給認定事業
難病対策改革への対応

○ 既認定者へ更新手続の周知を行うととも
に、指定医、指定医療機関の指定を実施し
た。

○ 既認定者からの更新申請を受けて、審査の
上医療受給者証を発行した。
○ 指定医に対する研修開催のため、関係機関
との調整を行った。

○ 既認定者からの更新申請を受けて、審査の
上医療受給者証を発行した。
○ 指定医に対する研修を開催した。

○指定医に対する研修を実施した。
○ホームヘルパーに対する研修を実施した。
○難病対策協議会を開催し、本県の難病対策
について協議した。
○次年度の受給者証発行に向けて、方針を検
討した。

項目 実績・進捗状況

肝炎対策の総合的な推進
腎疾患に関する普及啓発等

○ 肝炎治療医療費助成事務を円滑に進めるた
め、保健所担当職員向けの説明会を実施し
た。

○ 職域における普及啓発及び受診勧奨等の支
援をする人材を育成するため、肝炎コーディ
ネーターセミナーを実施した。(9/23)
○ 慢性腎臓病(CKD)の知識の普及、予防、重
症化の防止の取組みを進めるため、神奈川県
慢性腎臓病対策連絡協議会を開催した。(8/5)

○ 肝炎患者・家族が病気について理解し、不
安を解消するとともに、患者同士が情報交換
を行うための場として、専門医を招いた「肝
臓病教室」を開催した。(10/22)
○ 県肝炎対策推進計画の改定に向けて検討す
るため、「肝炎対策協議会」を開催した。
(12/19)

○ 県肝炎対策推進計画の改定に向けて検討す
るため、「肝炎対策協議会」を開催した。
(3/27)
○ 肝炎ウイルス陽性者に医療機関受診の重要
性を理解いただくとともに、治療開始までの
自己管理を促すため「肝臓手帳」を作成し
た。



４　自殺対策

　　自殺者の減少を図るため、自殺のサインに気づき適切な対応を図る人材（ゲートキ

　ーパー）の養成に力を入れるなど、自殺対策を総合的に推進しています。

　ゲートキーパー養成数

累計
80.760人

　その他業務実績

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

５　精神科救急対策

　　災害時の対策も含め、精神疾患の急な発症、症状の悪化等に対して、迅速に精神科

　医療の提供が行なわれるよう取り組んでいます。

　業務実績

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

自殺対策を総合的に推進するための、市
町村、民間団体等との連携強化

○ 市町村自殺対策主管課長会議、及びかなが
わ自殺対策会議を開催した。

○ 市及び民間団体と連携し、自殺対策街頭
キャンペーンを実施し、県民に2,500部の普及
啓発物品を配布した。(9/9)

○　一般科との連携強化を図るため、かかり
つけ医うつ病対応力向上研修を実施した。
（10/22,11/19)

○　庁内会議を開催するとともに、庁内職員
等を対象としたゲートキーパー養成研修会を
開催した。（1/31）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

平成28年度末

85,201

項目 実績・進捗状況

ゲートキーパー
養成数

項目
年度末
目標 平成27年度末 平成28年９月末

71,612人 76,323

項目 実績・進捗状況

災害時に被災地域の精神科医療や精神保
健活動を行う、災害派遣精神医療チーム
「ＤＰＡＴ」の体制整備推進

○ 平成28年熊本地震において、「かながわ
DPAT」を初めて派遣した。（６月１日までに
９チーム、37人）

○ 平成28年熊本地震における「かながわ
DPAT」活動報告会を開催した。（参加者113
人）

○　平成28年度第１回かながわＤＰＡＴ運営
委員会を開催し、県内が被災した場合の体制
等について検討した。（12/2）

○　かながわＤＰＡＴ研修を２回開催した
（2/5、2/26）
○　第２回かながわＤＰＡＴ運営委員会を開
催し、登録医療機関の拡充等について検討し
た。（3/22）



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

０４５－２１０－５０１５連絡先（電話番号）

所属長評価

　がん検診の普及啓発、肝炎や難病患者への医療費の助成等、年間を
通じた業務を着実に進めたほか、平成28年熊本地震の際には、「かな
がわＤＰＡＴ」を迅速に派遣するなど、時宜に応じた業務を的確に遂
行することができた。

　引き続き、肝炎や難病患者への医療費の助成等、年間を通じた業務
を着実に進めるとともに、各種イベントの開催を通じて県民への啓発
を行うことができた。また、会議等を通じて、各施策について検討を
行い、適切に推進することができた。

　引き続き、肝炎や難病患者への医療費の助成等、年間を通じた業務
を着実に進めるとともに、啓発資料の作成やイベント開催を通じて県
民への啓発を行うことができた。また、協議会等の開催により、進行
状況を点検しながら、各施策を適切に推進することができた。

　肝炎や難病の患者に対する医療費の助成等、年間を通じた業務を正
確かつ迅速に処理することができた。また、研修会等の開催により、
各施策に関わる関係者の資質向上を図るとともに、啓発資料やイベン
ト開催を通じて、広く県民に各施策について理解いただくことができ
た。各施策の推進にあたっては、適切に進行管理を行い、計画的に進
めることができた。

　引き続き、がん検診の普及啓発、肝炎や難病患者への医療費の助成
等、年間を通じた業務を着実に進めることができた。また、会議等で
進行管理や評価を行いながら、各施策を適切に推進することができ
た。


