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課名 
健康福祉部疾病対策課 

健康福祉部健康づくり支援課 
課長名

岩村 裕治 
松本 芳昭 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

健康であることは、すべての人の願いであり、県民一人ひとりの幸福な人生を実現するための基本です。 

 千葉県のがんによる死亡者数は、昭和５７年以来死亡順位の第１位、死因の約１／３を占めており、がん対策は 

県民の健康と生活の質の向上を図る上で、極めて重要な課題となっています。また、難病についてはいくつかの疾患

では、その悪化を遷延させる効果的な治療薬剤や手術法が確立されるなど大幅な予後の改善がみられる一方で、原因

の解明すら未確立の疾患が多く、患者は医学的にも社会的にも困難な立場におかれています。感染症については社会

福祉施設等における感染性胃腸炎の集団発生や、HIVやクラミジアなどの性感染症が若い世代を中心として増加傾向

にあるほか、SARSや新型インフルエンザなどの県民の健康を脅かす新たな感染症の発生が懸念されています。 

このため、がん対策については国の「第３次対がん10か年総合戦略」を踏まえ、発症予防、早期発見、治療、 

緩和ケア、術後のケアなどステージに応じた総合的な対策を推進します。また、難病対策については医療費の自己 

負担の軽減、地域における保健医療福祉の連携、QOLの向上のための福祉施策を推進し、患者・家族の負担の軽減を

図ります。感染症対策については「千葉県感染症予防計画」に基づき、予防のための普及啓発に努めるとともに、 

医療提供体制の整備、医薬品の備蓄・確保などを進め発生時におけるまん延防止を図ります。 

２ 施策の概要 

施策名    がん、感染症などの疾病対策の推進 
施策 
コード

４ － ０ ３ ０ ４

アクションプラン 
における位置付け 

施策９ 自らつくる健康と安心を育む医療 

上位政策 
計画等 

あすのちばを拓く１０のちから 
健康ちば２１ 

関係
課名

 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「課の使命・役割」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

がん対策推進計画（仮称） 
未策定 

（１７年度） 

策定検討の実施 

（１８年度） 

18年10月にがん対策

戦略プラン検討部会

を立ち上げ、2回開催

(11/30､2/5)した。 

Ａ

第１種感染症指定医療機関の指定病床数 
１床 

（１６年度） 

指定病床の確保に努

めます（１８年度） 

２床（２２年度） 

１床のまま変更無し 

（１８年度） 
Ｃ

第２種感染症指定医療機関の指定病床数 
４２床 

（１６年度） 

指定病床の確保に努

めます（１８年度） 

５２床（２２年度） 

 

４２床のまま変更な

し 

（平成１８年度） 

Ｃ

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

・県民自らが取り組むがん対策の理念及びその基本指針を表明し、総合的効果的ながん対策

を地域、保健医療関係団体、行政機関等個人を取り巻く組織等が役割を持って支援・協力

していくことが必要です。本県では、今後、高齢化が急激に進行するものと考えられ、こ

れに伴いがんの罹患も増加することが予想されます。 

・現在の感染症指定医療機関が、医療機関の事情により指定を辞退した場合には、他の医療

機関を指定するまでに時間を要することが考えられます。 



標の 

達成状況総括 

がん、感染症などの疾病対策の推進については概ね順調に進んでいますが、一部に課題が

あります。 

がん対策戦略プラン検討部会を立ち上げ、2回開催しました。各委員による千葉県の特性を

踏まえた意見・提言等を「千葉県がん対策推進計画に関する提言（案）」としてまとめました。

第１種及び第２種感染症指定医療機関の指定病床数の確保に向けて、困難な課題がありま

す。感染症指定医療機関の確保に当たって、医療機関や関係機関と調整しましたが、指定同

意まで至っておりません。 

  今後も引き続き、感染症などの疾病対策として、感染症指定医療機関の確保に向け、調整

していきます。 

３ 施策展開                                    （単位：千円、人） 

１７年度当初予算 １８年度当初予算 
施策展開の柱（中位目的） 

１７年度決算 １８年度決算 

６３，７６３ １１６，９１１
金額

２０,６５８    １１８,２４９

２.０ ２．５ Ⅰ 

（がん対策の推進） 

 がんの予防・早期発見から医療、在宅療養や術後のケア等

を含めた総合的ながん政策を推進するため推進計画の策定に

取り組むと共に普及啓発活動や医療従事者の研修事業、在宅

緩和ケアシステムの構築の推進、地域がん診療拠点病院の支

援、地域がん登録の充実等を図ります。 

人員
２．０ ３．０ 

７８１,３７６ １,３００ ,５４０
金額

４７４，６９７ ９８８,０５９ 

６.０ ５.０ 

Ⅱ 

（感染症の予防） 

① 新型インフルエンザ等の新たな感染症等の発生時に備え

まん延防止対策と感染症患者に対する適切な医療の提供を

推進するため、感染症指定医療機関や感染症外来協力医療

機関等の関係機関と連携し、迅速かつ適切な対応を図るよ

う努めます。 

② エイズ・性感染症については、特に若い世代の感染率が

拡大していることから、講習会等による正しい知識の普及

啓発活動を実施するとともに、早期発見を促進するため若

者が受けやすい検査・相談体制の充実に努めます。 

人員
６．０ ５．０ 

３,８１２,９３１ ３,５２２,２６２
金額

３，３８８，１６９ ３,５７９,６７９

５.０ ４．５ Ⅲ 

（難病患者の生活の質（ＱＯＬ）の向上に向けた支援策） 

 地域で生活する難病患者の安定した療養生活の確保と難病

患者及びその家族の生活の質（ＱＯＬ）の向上を図るために、

難病患者に対する保健、医療、福祉等、日常生活の全般にわ

たる総合的な相談・支援や地域における難病患者等の受入れ

病院の確保、在宅療養上の適切な支援体制の整備を推進しま

す。 

人員
５．０ ４．０ 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

女性のがん検診啓発研修会事業 ０回(１７年度) ４回（１８年度） ４回（１８年度） Ａ

マンモグラフィ機器整備事業 ４台（１７年度） ８台（１８年度） ８台（１８年度） Ａ

がん予防講習及び展示会開催事業 
1回 2,700名 

（１７年度） 

1回 3,000名 

（１８年度） 

1回 4,500名 

（１８年度）
Ａ

Ⅰ 

緩和ケア医師専門研修事業 
０名 

（１７年度） 

１０名 

（１８年度） 

２名 

（１８年度）
Ｃ

感染症外来協力医療機関の施設整備 
０機関 

（１６年度） 

３機関 

（１８年度） 

３機関 

（１８年度） 
ＡⅡ 

青少年を対象とする講習会 
５４回 

（１６年度） 

７０回 

（１８年度） 

１１３回 

（１８年度） 
Ａ



HIV（エイズの原因ウイルス）検査件数 
２,６１７件 

（１６年度） 

３,５００件 

（１８年度） 

３，９２６件 

（１８年度） 
Ａ

エイズ相談件数 
３,５７２件 

（１６年度） 

４,５００件 

（１８年度） 

６，３８６件 

（１８年度） 
Ａ

HIV抗体検査における即日検査及び夜間

検査の実施箇所 

即日検査５ヶ所 

夜間検査６ヶ所 

（１７年度） 

即日検査１０ヶ所 

夜間検査１０ヶ所 

（１８年度） 

即日検査１０ヶ所 

夜間検査１０ヶ所 

（１８年度） 

Ａ

重症難病患者入院 

受入れ協力医療機関数 

１２医療機関 

(１７年度) 

１３医療機関 

(１８年度) 

１２医療機関 

(１８年度) 
Ｂ

難病患者等ホームヘルパー養成研修受講

人数 

２６１名 

(１５年度) 

３００名 

(１８年度) 

２５３名 

(１８年度) 
ＢⅢ 

難病相談・支援センター事業における 

難病に関する講演・研修会 

９回 

(１７年度) 

１８回 

(１８年度) 

３２回 

(１８年度) 
Ａ

 

４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

Ⅰ がん対策の推進 

 がん対策については、検診の受診率向上のための普及啓発や医療従事者の養成のための研修、在宅緩

和ケアに関する取り組み等を行っていますが、今後は患者に対する適切な医療やケアが提供される体制

の整備がますます必要となっています。 

Ⅱ 感染症の予防 

① 感染症患者に対する医療については医療提供体制の確保に努める必要があることから、関係機関

と連携し、感染症指定医療機関や外来協力医療機関の整備が重要な課題となっています。 

② エイズ・性感染症対策については、比較的若い世代に感染が拡大しているため、若者が受けやす

い相談・検査体制の整備・充実を図る必要があります。 

Ⅲ 難病患者の生活の質（ＱＯＬ）の向上に向けた支援策 

 難病対策については､地域で生活する難病患者及びその家族が、日常生活を送る上での悩みや不安等の

解消を図ることが必要であることから、保健・医療・福祉等、あらゆる相談・支援に積極的に応じると

ともに、難病に関する情報の提供、患者団体等が行う地域交流活動に対する支援等を行う総合的な相談・

支援体制の整備をしたところであり、今後は内容の充実・強化を図る必要があります。 

今後の 

施策展開 

Ⅰ がん対策の推進 

がん対策については、県民の健康にとって重要かつ緊急な課題であり、がん対策の推進計画を策定し、

総合的、計画的な推進を図ります。 

Ⅱ 感染症の予防 

① 感染症患者に対する的確な医療の提供をするため、感染症患者の入院治療を行う感染症指定医療

機関の病床整備と感染力の強い感染症の疑いのある患者が一般患者とは別に受診できる施設を持つ

感染症外来協力医療機関の整備促進に努めます。 

② HIV感染者の利便性を図り早期発見を促進するため、即日及び夜間検査を実施する健康福祉センタ

ー（保健所）の拡充に努めます。 

Ⅲ 難病患者のＱＯＬ向上に向けた支援策の推進 

難病患者及びその家族のあらゆる相談に積極的に応じ、難病に関する情報の提供、患者団体等が行う

地域交流活動に対する支援等を行う難病相談・支援センターを各二次保健医療圏の中核的な医療機関に

整備し、この円滑な推進体制を確保するため、中核的な医療機関、地域の医療機関、健康福祉センター

及び市町村の担当者等で構成するネットワーク会議を効率的に運営します。 

難病相談・支援センターによる総合的な相談・支援体制を通じて、地域の医療機関に対する治療及び

処遇方針の指導、技術的支援等を活発なものとし、重症難病患者の入院受入れ医療機関の増加等､地域難

病医療体制の充実を図ります。 

昨年度との 

主な変更点・ 

改善点 

Ⅰ がん対策の推進 

がん対策の推進計画を策定し、総合的、計画的な推進を図り、がん終末期医療等の充実によるがん

患者のＱＯＬの向上に努めます。 

Ⅱ 感染症の予防 



感染症外来協力医療機関の整備を図ります。さらにHIV抗体検査について、若年者が受けやすい体

制を確保するため、夜間検査と昨年度から実施した即日検査を実施する健康福祉センター（保健所）

を拡充します。 

Ⅲ 難病患者の生活の質（ＱＯＬ）の向上に向けた支援策 

特定疾患患者の療養上の支援が中心であった地域難病治療支援事業に、保健・福祉及び日常生活に

関する相談、地域交流会活動等の支援機能等を付加した総合的な相談・支援体制の充実・強化を図り

ます。 

（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

・メディア啓発、青少年を対象とする講習会、

高校生献血を活用する啓発、検査、相談の実

施（通年） 

・がん対策戦略プラン検討部会（仮称）の開

催 

・がん登録（通年） 

・難病相談・支援センター設置医療機関の選

定、受委託契約の締結、運営会議の開催、ネ

ットワーク会議の開催、ホームページの作

成、難病相談・支援センター便りの発行、啓

発ポスター・リーフレットの作成、相談事業

の実施（通年） 

４月 

～６月

・メディア啓発、青少年を対象とする講習会、高

校生献血を活用する啓発、検査、相談の実施（通

年） 

・ がん患者アンケート調査及び対面調査 

(6月)  患者会意見聴取(6/3,4,8)  

・ がん登録（通年→18,009件） 

・ 子宮がん検診啓発ポスター、リーフレットの

作成 

・ 各委託契約の締結 

・ がん対策推進計画の策定に向けた検討 

・ 在宅緩和ケアネットワーク運営事業開始（14

箇所） 

・難病相談支援センター委託契約締結 

・各地域難病相談支援センターによるネットワー

ク会議の開催（4/25慈恵会柏･5/12公立長生・5/19

順天堂浦安･5/22成田日赤） 

・総合難病相談支援センターによる各地域センタ

ー担当者会議（5/25） 

・各地域センターにおける難病に関する講演会・

研修会の開催（通年） 

・各地域センターにおける相談事業の実施（通年）

７月 

～９月 

・感染症に係る研修会の開催 

・がん対策戦略プラン検討部会（仮称）の開

催 

・千葉県がん対策審議会の開催 

・がん予防展・がん講演会の開催（浦安市）

７月 

～９月

・麻しん対策会議の開催(8/30) 

・各地域難病相談支援センターによるネットワー

ク会議の開催（9/26慈恵会柏） 

・がん予防展・がん講演会開催（浦安市）9/9～

10 

・緩和ケア医療従事者専門研修（9/14） 

10月 

～12月 

・感染症患者移送訓練の実施 

・がん対策戦略プラン検討部会（仮称）の開

催 

・千葉県がん対策審議会の開催 

10月 

～12月

・感染症患者移送訓練の実施(11/15) 

・エイズ講演会の開催(11/28) 

・エイズ研修会の開催(12/14) 

・各地域難病相談支援センターによるネットワー

ク会議の開催（10/30帝京市原） 

・ 総合難病相談支援センターによる各地域セ

ンター担当者会議（12/19） 

・がん対策審議会の開催（10/18） 

・がん対策戦略プラン検討部会の開催(11/30) 

・こころのｹｱﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱ養成(10/14,21,11/11,19,25) 

・アスベスト従事医師研修(10/30) 

・子宮がん検診啓発のための出張講座 

（11/7,9,15,25,1/11） 

・マンモグラフィ撮影技師研修(11/11～12） 

・緩和ｹｱ医療従事者研修(10/20,11/16,21,12/7,2/2) 



１月 

～３月 

・感染症に係る研修会の開催 

・在宅がん緩和ケアフォーラム 

１月 

～３月

・新型インフルエンザに関する研修会の開催

(3/9） 

・総合難病相談支援センターによる各地域センタ

ー担当者会議（3/15） 

・ 難病相談支援センターだよりの発行（3/31）

・マンモグラフィ撮影技師研修(1/6～7） 

・マンモグラフィ読影医師研修(1/27～28) 

・がん情報ｻｰﾋﾞｽ向上に向けた地域懇話会(1/14) 

・がん対策戦略プラン検討部会の開催(2/5) 

・在宅がん緩和ケアフォーラムの開催(2/18) 

・緩和ｹｱ医療従事者専門研修(2/22) 

・乳がん超音波従事者研修（3/7） 

・乳がん自己触診指導者研修（3/12･19） 

・マンモグラフィ検診車等整備（7台） 

５ 施策実施結果（事後評価） 

主な成果 

Ⅰ がん対策の推進 

大学生を対象とした子宮がん検診啓発のための出張講演会やがん予防展等の実施により、予防と検

診の重要性を認識してもらうことができ、若年層を含めた県民への普及啓発を図ることができまし

た。マンモグラフィについては、当初８台の整備計画であり、追加募集等により、最終的に８台の

整備を行うことができました。（車載式３台、据置式5台） 

Ⅱ 感染症の予防 

 感染症対策としては、春先に小流行した麻しんの発生事例を踏まえ、「千葉県麻しん対応指針」

を策定し、県内関係機関と連携し、県民への麻しんに関する正しい知識の周知と麻しん患者の早期

発見に努め、感染予防と拡大防止策を講じました。また、１８年度特に発生が多かった感染性胃腸

炎については、１２月に千葉県として初めて「感染性胃腸炎警報」を発令する等、施設等を中心と

した感染予防のための衛生対策を講じました。 

 エイズ対策としては、健康福祉センター（保健所）で実施しているＨＩＶ抗体検査について、即

日検査を５ケ所増やし１０ケ所とし、夜間検査を５ケ所増やし１０ケ所とするなど県民の受検機会

の拡大を図りました。その結果、ＨＩＶ抗体検査件数は、１７年度（２，７８０件）から１８年度

（３，９２６件）と飛躍的に増加しました。 

Ⅲ 難病患者のＱＯＬ向上に向けた支援策の推進 

 難病相談・支援センター事業が2年目を迎え、各地域難病相談センターにおいては基幹的施設で

ある総合難病相談支援センター支援のもと事業の円滑な運営がなされ、講演研修会活動は 17 年度

の9回から18年度は32回に増加しました。またホームページを活用しその活動内容を積極的に広

報しました。その結果、相談件数は17年度4,622件から18年度5,345件に増加しました。 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

特記事項 

Ⅰ がん対策の推進 

質の高いがん医療の均てん化促進のため、東葛南部地域に新たながん診療連携拠点病院の指定

(1/31)がなされ、県内に９つある二次医療圏のうち７つの医療圏で拠点病院が整備されました。  

残された 

課題 

Ⅰ がん対策の推進 

・従前の指針によりがん診療拠点病院が指定された医療圏及び未指定の医療圏については、19 年

10月までに新たな指針による選考を行い、国へ推薦することとなっています。 

・国が策定する「がん対策推進基本計画」を踏まえ、がん対策戦略プラン検討部会において「がん

対策推進計画」の検討を進め、年度末までに策定することとしています。 

Ⅱ 感染症の予防 

 成田国際空港や千葉港を抱える本県の実情から、新型インフルエンザ等の新たな感染症の発生に

備え、感染症指定医療機関や感染症外来協力医療機関の施設整備を含め、感染症対策に取り組む必

要があります。 

Ⅲ 難病患者のＱＯＬ向上に向けた支援策の推進 

患者に対する在宅福祉の向上は、患者だけでなく患者を支える家族にとっても必要なものである

ことから、在宅サービス等を提供する難病患者等居宅生活支援事業を実施する市町村を増加する必

要があります。 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

方向性 

Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅰ： Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅱ： Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅲ： Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 



課題への 

対応策 

Ⅰ がん対策の推進 

・医療機関からの拠点病院指定申請書に基づき治療実績や医療提供体制等の状況について比較検討

するための資料を整え、がん対策審議会に諮ります。 

・国の状況等の把握に努めつつ、県の特性を盛り込んだ推進計画の検討を進めていきます。 

 

Ⅱ 感染症の予防 

 感染症指定医療機関等の積極的な整備を図るとともに、医療機関や健康福祉センター（保健所）

職員等への研修会や訓練を引き続き実施し、発生時への対応の強化を図ります。 

 

Ⅲ 難病患者のＱＯＬ向上に向けた支援策の推進 

 各市町村を集めた会議や各地域難病相談支援センターのネットワーク会議を活用し、協力を求め

ていきます。 

（二次評価結果） 
Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

 予防・早期発見から治療、在宅療養、心のケアまで含めた総合的・効果的ながん対策を推進すること。 

 また、新たな感染症の発生を含めた総合的な感染症対策を推進すること。 

 


