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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

衛生研究所

室・課（出先機関は所属）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）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.eiken.pref.kanagawa.jp

所属のホームページ

第１号様式

所属進行表

衛生研究所長の髙崎智彦です。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

感染症情報の収集、発生動向の調査・監視、調査結果の

ホームページによる情報提供

衛生ちゃん 衛生博士

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 75 77 79 80

上記以外の職員 16 18 19 21

計（人） 91 95 98 101

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 358,209 9,583 93,643 101,484 110,718 42,779 358,209

維持管理費 862,789 20,149 34,090 391,964 43,143 373,444 862,789

計 1,220,998 29,732 127,733 493,449 153,861 416,223 1,220,998

228,583 151,795 237,829 151,862 770,071

258,316 279,529 731,278 305,723 416,223 1,991,068

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）



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 33 51 34 35

80 17 39 29 17

　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 6 23 29 13

80 13 9 21 29

　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 20 24 34 37

100 25 20 28 36

２　業務実績（数字で表せないもの） 

第１四半期

実施件数 71

72

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

（前年度実績） 102

項目 年間目標
（計画件数）

　　　　   　   　実績件数　　　    　　　　　　　(単位：件)

累計

項目 年間目標
（計画回数）

実績回数　　　　　　　　　　　（単位：回）　

(前年度実績)

115

109

増加数

(前年度実績)

項目 実績・進捗状況

・首都圏地方感染症情報センター連絡会において、現在の感
染症発生動向、学校・保育園サーベイランス運用と活用状況
等について情報交換を行った。
・腸管出血性大腸菌感染症患者の発生に伴い、患者の分離菌
株を用いて遺伝子型の解析を実施した。
・病院で発生したVREについて、感染経路の解明のため患者
の分離株を用いて遺伝子解析を実施した。
・ブラジル等南米でのジカウィルス感染症流行に伴い、日本
への侵入に備え、ウイルス株等の情報を収集し、検査体制を
確立した。
・蚊媒介性感染症調査のため、蚊の採取を行い、フラビウイ
ルス（デング、ジカ等）保有状況を調べた。
・高校生及び電話相談カウンセラーを対象に、HIV/AIDSにつ
いて出前講座を行った。
・動物由来感染症対策検討会で検討した検査実施計画にした
がって検査を実施した。
・有症苦情事例で、らっきょうのスイセン混入を疑い、スイ
センの有毒成分であるリコリン検査を実施したが不検出で
あった。
・食中毒を疑う事例の発生に伴い患者、検食、従業員等の検
体の食中毒菌検査を実施した。
・腸管出血性大腸菌感染症等三類感染症の発生に伴い、家
族、接触者等の保菌状況検査及び治療後の陰性化確認検査を
実施した。
・米国産オレンジから残留基準を超えるプロピコナゾールが
検出された。（米国ではプロピコナゾールをポストハーベス
トとして使用しているため指定外添加物の使用違反となっ
た。）
・衛生研究所環境安全管理協議会を開催し、27年度の環境安
全管理の状況等について報告を行うとともに、研究施設の見
学・取り組み報告を行った。
・研究活動の有意義かつ積極的な推進を図るため、11件の研
究課題について評価を行い研究活動の促進を図った。

・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
・動物由来感染症対策の推進
・食中毒・感染症の疫学調査
に係る衛生行政支援
・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
・「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
・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
・研究活動の推進
・環境安全管理の推進

累計

実施回数 153



・HIV検査体制の充実のため、全国衛生研究所の担当者を
対象に、新しいHIVスクリーニング検査法、確認検査法の
評価結果等の情報を提供した。
・食中毒を疑う事例の発生に伴い患者、検食、従業員等
の検体の食中毒菌検査を実施した。
・腸管出血性大腸菌感染症等三類感染症の発生に伴い、
家族、接触者等の保菌状況検査及び治療後の陰性化確認
検査を実施した。
・国内外の農産物の残留農薬検査を実施した。

第２四半期

・県・市感染症情報センター連絡調整会議において、県
と市との情報交換を図った。
・科学技術に関する普及啓発活動の一環として『施設公
開』を開催し、313名の参加があり、そのうち一般と小学
生が８割以上を占めた。
･当所への理解を深めていただくために、年報（第65号）
及び研究報告（第46）を発刊した。
・神奈川県薬物濫用防止条例に基づき、神奈川県薬事審
議会薬物評価検討部会において、3物質の知事指定薬物を
指定した。
・腸管出血性大腸菌感染症患者の発生に伴い、患者の分
離菌株を用いて遺伝子型の解析を継続して実施した。
・病院で発生しているVREについて、感染経路の解明のた
め患者分離株の遺伝子解析を継続して実施した。
・コレラ患者発生に伴い、患者菌株の性状等の確認を実
施した。
・動物由来感染症対策検討会が開催され、事業計画の確
認および来年度以降の検査項目について検討した。ま
た、オウム病およびジアルジア症の検体が搬入され検査
を実施した。
・関西空港や千葉県での麻しん流行に伴い、麻しん検査
体制を再確認し、流行監視及び流行拡大防止のため検査
を実施した。
・第一四半期に引き続き、蚊媒介性感染症調査のため、
蚊の採取及びフラビウイルス（デング、ジカ等）保有状
況を調査した。



・水道水質管理計画に基づき、県内及び県外の水質検
査機関計30機関を対象に、臭素酸とホルムアルデヒド
について外部精度管理を実施し、県内水道水の品質確
保に努めた。
・食品の苦情で、ピザへの骨混入、プロセスチーズへ
のプラスチック（ポリエステル）混入事例について検
査した。その他、雑貨の化粧水への医薬品成分の混入
疑いの苦情事例で未承認無許可医薬品の検査を実施し
た。
・平成28年度地域保健総合推進事業、関東甲信静ブ
ロック精度管理事業に参加し、健康機器管理対応を想
定した試料である有機リン系農薬を添加したジャムの
検査を行った。
・神奈川県薬物濫用防止条例に基づき、神奈川県薬事
審議会薬物評価検討部会において、4物質の知事指定薬
物を指定した。
・発がん性分析法「Bhas42細胞形質転換試験法」につ
いての研究として、メカニズム解明のための遺伝子発
現の変動解析実験や、有用性確認のための形成転換
フォーカス細胞の動物移植実験、OECDガイドライン化
に向けたJaCVAM（日本動物実験代替法評価センター）
との打ち合わせなどを行った。

・食中毒を疑う事例の発生に伴い患者、検食、従業員
等の検体の食中毒菌検査を実施した。
・腸管出血性大腸菌感染症等三類感染症の発生に伴
い、家族、接触者等の保菌状況検査及び治療後の陰性
化確認検査を実施した。
・国内外の農畜産物の残留農薬検査及び畜水産物の動
物用医薬品検査を実施した。

第３四半期

・公開セミナーを開催し、県民に当所の業務、取組を
紹介した。
・平塚合庁にパネル展示をするとともにチラシの配布
状況より、多くの県民に情報提供ができた。さらに、
保福にも提供し情報を広報した。
・衛研内の感染症情報センターでは県内及び首都圏の
同センターへ迅速に情報提供し、同様の事例を発見す
ることにつながった。
・県及び県内市町村の公衆衛生・医療関係者等を対象
として、『基礎技術・実務者研修』を実施した。
・県民に向けて、『公開講座』や当所研究者による
『公開研究発表』を開催した。
・ノロウイルスによる食中毒事例、感染性胃腸炎が増
加した。検出ウイルスの遺伝子解析を実施したとこ
ろ、10月以降、遺伝子型GII-2が流行していることが判
明した。
･例年夏に流行のピークを迎える手足口病が、本年は10
月にピークとなり、コクサッキーウイルスA6型の流行
を確認した。
･11月中旬よりインフルエンザの流行が始まり、現在流
行警報レベルとなっている。ウイルス検索の結果、流
行ウイルスのほとんどがAH3型であった。
・県内で販売された冷凍メンチカツを原因食品とする
腸管出血性大腸菌O157による集団食中毒が発生し、メ
ンチカツから分離された菌株と患者から分離された菌
株の遺伝子解析を実施したところ、遺伝子型が一致す
ることを確認した。



・昨年発生したメンチカツを原因とするO157の食中毒
事例に関連し、同一ロットのメンチカツについて細菌
学的試験及び加熱試験を実施した.
・理化学研究所との共同研究により、当所保存の淋菌
の臨床分離株の全ゲノム解析を実施した。
・今シーズンのインフルエンザ流行規模は大きく３月
上旬まで続いた。流行株のほとんどはAH3型であった
が、２月末よりB型も検出されるようになった。
・今年度２つの集団でパレコウイルス3型による流行性
筋痛症が発生を確認し、県内の衛生研究所連絡協議会
において情報を提供した。

第４四半期

・平成28年度は、65課題について調査研究を行った。
また、研究課題の設定、成果の活用等についてより良
い方策を見い出すため、平成29年度の新規課題を含む
14課題について、外部評価委員による評価を実施し公
表した。
・国際貢献の一環として、海外研修員（１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。
・感染症発生動向調査解析委員会、首都圏地方感染症
情報センター連絡会、県・政令市感染症情報センター
連絡調整会議等において、H28年度に発生した感染症に
ついて解析し、動向を把握した。更に、迅速に感染症
対応をするための情報共有についても確認した。
・危険ドラッグ２検体から指定薬物を検出し、記者発
表を行って危険性の周知に努めた。
・食品中の異物２検体について検査を行い、異物の同
定を行った。
・「未病」の認知を目指した教育広報活動の検証につ
いて学会発表を行った。
・発がん性分析法実用化展開事業の一環として、発が
ん性分析法を適用した化学物質の安全性に関する学会
発表の他、発がん性分析法を検討するOECD専門家会議
に出席した。



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

管理課(0467-83-4400(代表))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、県民に
対し、MERS、手足口病及び腸管出血性大腸菌感染症に係るわかりやす
くきめ細かな情報提供に努め、感染症に対する注意喚起を図った。
・ジカウィルス感染症に係る検査体制の確立やフラビウイルス（デン
グ、ジカ等）保有状況の調査を行うとともに、予防情報を積極的に発
信して、蚊媒介性感染症対策に取り組んだ。
・環境安全管理協議会において地域住民への当所の取組、安全管理に
ついて理解を深めていただき、27年度の環境安全管理について了承を
得ることができた。今年度も環境安全管理に十分留意し、積極的な業
務の推進を行っていく。

・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。
・感染症情報センターの機能を生かし、県内で販売された冷凍メンチ
カツを原因食品とする腸管出血性大腸菌O157による集団食中毒につい
て県内及び首都圏の同センターへ迅速に情報提供を行い、早期の対応
に役立てることができた。
・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。
・県事業及び外部資金等を活用した各研究事業への意欲的な取り組み
を進めている。

・65課題の調査研究について、それぞれ今年度のとりまとめを行い、
成果の発信に向けた取組みを行った。
・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。
・28年度に発生した感染症についての解析、動向の把握、発生時の対
応について政令市との連携による取組みを進めた。
・冷凍メンチカツを原因とする腸管出血性大腸菌O157について細菌学
的試験やインフルエンザの流行を注視することにより、感染症対策に
努めた。
・発がん性分析法実用化事業において、研究成果の発表等を行い、
OECDのガイドライン化を目指した取り組みを行った。

　衛生研究所の専門性のもと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・
提供を実施することにより、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、感染症の予防や食品・医薬品の安全確保など安
心安全な県民生活の確保に努めることができた。

・施設公開は、昨年度を上回る来場者があり、好評を得られた。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、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た。
・腸管出血性大腸菌感染症及びコレラの患者発生に伴い菌株の検査等
を行うとともに、麻しん流行に伴い、麻しん検査体制を再確認し、流
行監視及び流行拡大防止のため検査を実施した。
・HIV検査について新しい検査法等の情報を全国の衛生研究所担当者
に紹介しHIV検査体制の充実に向けた取り組みを行った。
・食中毒を疑う事例の発生に伴い患者、検食、従業員等の検体の食中
毒菌検査等、感染拡大防止のための取り組みを行った。


