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局
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部

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　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

（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/di
v/1507/

所属のホームページ

医療課

室・課（出先機関は所属）名

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27年度病床機能報告
の集計結果について、内容のチェックを行
い、公表に向けた準備作業を行いました。

・平成27年度の公表用報告書等を作成し、関
係機関への資料送付や、ホームページでの公
表を行いました。

・平成28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。

第１号様式

所属進行表

医療課長の川名 勝義です。

医療課は、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号様式

所属進行表

医療課長の川名 勝義です。

医療課は、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

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 28 28 28 28

上記以外の職員 6 7 6 7

計（人） 34 35 34 35

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 7,749,263 197,157 353,134 4,615,868 1,172,870 1,335,374 7,674,404

維持管理費 0

計 7,749,263 197,157 353,134 4,615,868 1,172,870 1,335,374 7,674,404

80,702 56,410 84,233 58,111 279,457

277,859 409,545 4,700,101 1,230,982 1,335,374 7,953,861

支出済額
事
業
経
費

合計

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 28 28 28 28

上記以外の職員 6 7 6 7

計（人） 34 35 34 35

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 7,749,263 197,157 353,134 4,615,868 1,172,870 1,335,374 7,674,404

維持管理費 0

計 7,749,263 197,157 353,134 4,615,868 1,172,870 1,335,374 7,674,404

80,702 56,410 84,233 58,111 279,457

277,859 409,545 4,700,101 1,230,982 1,335,374 7,953,861

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）



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

第１四半期

項目 実績・進捗状況

・在宅医療トレーニングセンターを運営する
とともに、在宅医療連携システム導入事業を
秦野地域で実施しています。
・在宅歯科医療連携室（中央連携室１か所、
地域連携室20か所）を運営するとともに、在
宅歯科医療に取り組む歯科医療機関の機器整
備（100件）を行っています。

・10月28日に地域医療構想を策定しました。
・10月28日及び12月１日に地域医療構想普及
啓発セミナーを開催しました。

・第７回会議を開催し、今後の調整会議の運
営方法等の検討を進めました。
・1月30日に地域医療構想普及啓発セミナーを
開催しました。

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、病
床機能の確保、在宅医療の充実や医療従
事者の確保・養成など、医療提供体制の
充実に向けた取組みを進めます。

・平成28年度当初予算で必要な事業を予算計
上し、病床機能の確保、在宅医療の充実や医
療従事者の確保・養成に取り組みました。

・引き続き、病床機能の確保、在宅医療の充
実や医療従事者の確保・養成に取り組みまし
た。
・平成28年度分の基金活用に係る計画を策定
し、国に提出しました。
・平成29年度分の基金活用に係る計画策定に
向けて、意見募集を行いました。

・引き続き、病床機能の確保、在宅医療の充
実や医療従事者の確保・養成に取り組みまし
た。
・平成29年度分の基金活用に係る計画策定に
向けて、意見募集結果を踏まえて、取り組む
べき事業について検討を進めました。

・引き続き、病床機能の確保、在宅医療の充
実や医療従事者の確保・養成に取り組みまし
た。
・平成29年度分の基金活用に係る計画策定に
向けた調査票を国に提出しました。

項目

・平成28年度病床機能報告について、未提出
の医療機関に対し督促を行い、報告率の向上
を図りました。

実績・進捗状況

＜地域医療構想の策定＞
平成28年10月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。

・第５回会議（県保健医療計画推進会議及び
県内８地域に設置した地域医療構想調整会
議）を開催し、地域医療構想（素案）につい
て検討しました。

・パブリックコメントを実施し、211件の意見
をいただきました。
・第６回会議を開催し、地域医療構想（案）
について検討しました。



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

項目 実績・進捗状況

＜救急医療体制の検討＞
　今後、高齢化の進展に伴う救急患者の
増加が予想される中、救急患者数の増加
に耐える最適な救急医療体制を検討する
とともに、救急医療の質を向上させるた
め、より効率的な救急医療体制の構築に
向けて見直しを行います。
　また、病院前救護で重要な役割を果た
すＡＥＤの啓発にも取り組みます。

・小児科、眼科及び耳鼻咽喉科に係る救急医
療体制の見直しに向けて、今後行う調査等に
ついて検討を行うとともに、第二回検討会に
向けて準備を行いました。
・ＡＥＤかながわ宣言を行い、ＡＥＤに関す
る啓発イベントを開催しました。

・ドクターヘリ運航調整委員会を開催し、平
成27年度の運航が適切であったことを確認し
ました。
・８月にドクターヘリの落下事故が発生しま
したが、速やかに事後対応を行い、運行を再
開しました。

・救急医療体制の適正化に向けて検討を進め
るとともに、10月29日及び30日にＡＥＤに関
する啓発イベントを実施しました。

・救急医療問題調査会及び各部会を開催し、
救急医療体制の適正化に向けた取組について
議論しました。

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。

・分娩施設の拠点化と地域連携の強化につい
て、検討のための準備を行いました。
・産科医療及び分娩に関する調査を行い記者
発表を行いました。

・分娩施設の拠点化と地域連携の強化につい
て、引き続き検討のための準備を行いまし
た。

・神奈川県周産期医療体制整備計画の計画期
間の延長に伴う調整を進めました。

＜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。

・在宅医療トレーニングセンターを運営する
とともに、在宅医療連携システム導入事業を
秦野地域で実施しています。
・在宅歯科医療連携室（中央連携室１か所、
地域連携室20か所）を運営するとともに、在
宅歯科医療に取り組む歯科医療機関の機器整
備（100件）を行っています。

・在宅医療トレーニングセンターを運営する
とともに、在宅医療連携システム導入事業を
秦野地域、三浦地域、茅ヶ崎地域、厚木地域
で実施しています。
・在宅歯科医療連携室（中央連携室１か所、
地域連携室20か所）を運営するとともに、在
宅歯科医療に取り組む歯科医療機関の機器整
備（100件）を行っています。

・在宅医療トレーニングセンターを運営する
とともに、在宅医療連携システム導入事業を
秦野地域、三浦地域、茅ヶ崎地域、厚木地域
で実施しています。
・在宅歯科医療連携室（中央連携室１か所、
地域連携室20か所）を運営するとともに、在
宅歯科医療に取り組む歯科医療機関の機器整
備（100件）を行いました。



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

第１四半期

第２四半期

・周産期医療協議会を開催し、神奈川県周産
期医療体制整備計画について議論し、計画期
間を延長しました。

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おいて、地域枠
医師の配置に向けて県内医療機関と調整
するとともに、医師不足が顕著な診療科
等の医師の育成・確保に努めます。

・新たな専門医制度の導入に向けて、ワーキ
ンググループを設置し、医療対策協議会にて
検討を行い、厚生労働省へ意見を提出しまし
た。

・地域医療支援センター運営委員会を開催
し、来年度の地域枠医師の配置について検討
を行いました。

・11月６日に地域枠学生を対象としたイベン
トを開催し、地域医療について意見交換を行
いました。

・３月11日に臨床研修医に引き続き県内への
定着を誘導するため、「臨床研修医交流会」
を開催しました。
・３月19日に全国の医学生を対象に臨床研修
病院合同説明会を開催し、県内臨床研修病院
が来場した医学生に直接、医療機関の紹介を
行い、臨床研修医の確保に取り組みました。

項目 実績・進捗状況

＜病床整備の推進＞
既存病床数の調査、事前協議の実施等に
ついて保健福祉事務所と連携し、病床整
備を進めます。

・平成28年３月31日現在の既存病床数の調
査・集計作業を行いました。

・平成28年３月31日現在の既存病床数を公表
し、病床不足地域については、地区保健医療
福祉推進会議の意見を聴取しました。

・地区保健医療福祉推進会議等の意見を踏ま
え、10月19日から12月９日まで病床整備の事
前協議の受付を行いました。

・開設予定者から申出のあった事前協議書の
審査、地区保健医療福祉推進会議及び保健医
療計画推進会議での意見聴取等を経て、開設
予定者あてに協議結果を通知しました。

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）の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。



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

第２四半期

第３四半期

第４四半期

総合評価

・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）の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、申請者へのヒアリング等を実
施し、認可書を交付しました。

・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。

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。


