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平成 27 年第 3回定例会	 ヘルスケア・ニューフロンティア政策調査特別委員会	 

	 

平成 27 年 10 月 5 日	 

高橋(稔)委員 
	 それでは、何点か伺ってまいります。まずはじめに、地方創生交付金を活用

した未病関連商品等の販売について、今、正にありました部分に私も触れて伺

ってまいりたいと思います。 
	 まず、未病事業全体の予算規模について確認させてください。 
未病産業・ヘルスケアＩＣＴ担当課長 
	 国からの交付金が総額で３億 4,000万円であります。そのうち、運営委託費
用を除きまして、先ほど事務局で取りまとめの事業者を申し上げましたが、こ

ちらへの費用を除いた約２億 7,000万円余りが、未病関連商品及びサービスの
割引に充当されます。 
高橋(稔)委員 
	 一次募集の結果、決定された商品及びサービスは、どのくらいの交付金活用

の見込みになるのか確認します。 
未病産業・ヘルスケアＩＣＴ担当課長 
	 現在、最終的な販売計画等について、精査及び調整している商品及びサービ

スもありますので、確定しているわけではありませんが、一次募集につきまし

ては、おおむね１億 5,000万円程度の活用が見込まれています。 
高橋(稔)委員 
	 一次販売の商品及びサービス等が資料の２ページに記載されておりますが、

もし把握していれば結構ですが、それぞれの交付予定額は把握していますか。 
未病産業・ヘルスケアＩＣＴ担当課長 
	 これは、それぞれの事業者様との契約になりますので、そこは公開していま

せん。この商品が幾らになるというのは公開しておりますが、全体の販売金額

につきましては今の段階では公表していません。 
高橋(稔)委員 
	 何でそういう決めにしたのですか。 
未病産業・ヘルスケアＩＣＴ担当課長 
	 今後、これから販売が展開されますが、それぞれの事業者様の経営の戦略及

び販売の作戦がありますので、各事業者様が幾らまで売るのかということにつ

いては、今、公表していません。 
高橋(稔)委員 
	 その考え方がよく分からない。販売戦略上、どのくらいの商品を今回の戦略

に組み込んでいくかということは、それは分からないでもないですが、交付金

額の総額ぐらいは当然、県としては把握していますよね。 
未病産業・ヘルスケアＩＣＴ担当課長 
	 もちろん把握しております。２億 7,200万円の交付金を全て活用しますので、
それぞれの事業者様の販売計画は、もちろんそれに基づいて採択しております

ので、把握はしています。 
 



 2 

高橋(稔)委員 
	 それを私たちに出せないというのは、ちょっとよく理解できないのですが、

それは戦略的なこともあるのでしたら、置いておきます。 
	 次に、現時点での活用状況や反響について、把握していれば伺います。 
未病産業・ヘルスケアＩＣＴ担当課長 
	 活用状況の集計結果につきましては、原則、活用した月の翌月末に各販売事

業者から取りまとめの事業者を通じまして、県の方に報告されることになって

おりますが、現時点で具体的な数字はまだ把握できていません。理由としまし

て、最初の商品が世に出たのが８月 27日で、翌月の報告となりますと、今、把
握しているのは８月分です。まだ４日間で一つの商品だけですので、これでし

たら 20万円弱ですが、まだその先の報告が上がってきていない。これは、時期
的な問題ですので把握していないということです。 
	 ただ、反響につきましては、新聞等で紹介されたこともありまして、特に味

の素のアミノインデックス等を中心にして、味の素や私どものところにも直接

電話の照会を結構いただいていますので、手応えを感じております。 
高橋(稔)委員 
	 是非、その手応えを確かなものにしていただきたいなという思いもあります。 
	 今回、更に商品及びサービスの二次募集を行ったということですが、一次募

集の仕方から何か変更した点はあるのでしょうか。 
未病産業・ヘルスケアＩＣＴ担当課長 
	 大きなところは、特に原則は変えていません。ただ、この事業の趣旨から、

募集要件の中に販売総額についての条件がありまして、これは１事業者当たり

500万円以上売ってくださいという条件がありますが、二次募集は販売期間が
短くなりますので、それを少し減額して 400万円以上というような販売条件の
緩和、ハードルを少し下げています。 
高橋(稔)委員 
	 販売目標額を設定して未達の場合は、何かペナルティーはありますか。 
未病産業・ヘルスケアＩＣＴ担当課長 
	 特にペナルティーはありません。各事業者様において、目標額を達成してい

ただくように、我々としてはいろいろコンサルティング及びアドバイスすると

か、若しくは販売条件を少しずつ見直しして、対応できるような柔軟な対応を

してまいりたいと思います。 
高橋(稔)委員 
	 販売条件を見直すとおっしゃいましたが、例えばどういうことですか。 
未病産業・ヘルスケアＩＣＴ担当課長 
	 先ほど御紹介申し上げましたハードルの問題があります。１事業者当たり

5,000万円ですとか、最低額が 400万円、500万円というものもあります。また、
販売品目及びサービスを追加したりして、売れるものはもう少し売っていただ

くといった対応をとりながら、全額執行できるように対応してまいりたいと思

っております。 
高橋(稔)委員 
	 後から何らかのインセンティブがついて、後から買った人が得するという、
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先買いした人がリスクを背負うような、損をするようなことはないですか。 
兄内未病産業・ヘルスケアＩＣＴ担当課長 
	 今、申し上げましたのは、あくまで販売事業者様サイドでのお話で、消費者

の方につきましては、もちろんロットの問題はありますが、30％、40％という
幅は変わらないと認識しております。 
高橋(稔)委員 
	 ところで、この資料で８月 31日から９月 25日まで二次募集を始めたとあり
ますが、応募結果はどうだったのか。また、審査や販売開始時期等について、

併せて今後の予定について確認します。 
未病産業・ヘルスケアＩＣＴ担当課長 
	 ９月 25日に二次募集を締め切りましたが、16の事業者の方から応募があり
ました。現在、選考に向けた提案書類の整理等を行っておりまして、今後、審

査会を経た後に販売対象として決定された商品及びサービスの提供に向けまし

て、販売事業者と調整及び準備を行っていきます。10月下旬ぐらいを目どに販
売を開始していく算段です。 
高橋(稔)委員 
	 そうすると、一次募集分と二次募集を合わせると、想定される交付金活用額

は、先ほどの答弁ですと２億 7,000万円でいいわけですよね。一次が１億 5,000
万円、二次は今の 16社応募で残りの１億 2,000万円を活用していくという考え
方でよろしいですか。 
未病産業・ヘルスケアＩＣＴ担当課長 
	 二次募集につきましては、各事業者との契約はこれからですので、あくまで

申請及び提案ベースでお答えしますと１億 2,800万円程度で、一次募集と合わ
せますと、大体２億 7,000万円になります。もちろん、二次募集が全て採用さ
れるというわけではありませんが、現在はそのような状況になっています。 
高橋(稔)委員 
	 これから審査会をやって決定し、２億 7,000万円という予算規模で動いてい
くわけですが、実績が想定よりも伸び悩んだ場合、今後はどういう対応をとっ

ていかれるのでしょうか。 
未病産業・ヘルスケアＩＣＴ担当課長 
	 先ほど若干申し上げましたが、それぞれ提出されました販売計画に基づきま

して、各翌月末までの売上額等を把握していますので、その状況に応じて販売

事業者様に対して、販売手法や広報等のアドバイスの実施、または、先ほどこ

れも申し上げましたが、販売条件の見直しを含めた柔軟な対応を行い、予算額

全額の執行を目指してまいりたいと考えております。 
高橋(稔)委員 
	 せっかくの事業なので、この交付金をフル活用していただいて、成果を上げ

ていただきたいとは思います。先ほども出ていましたが、ＰＲもさることなが

ら、一次及び二次を通した販売商品及びサービス等が、いかに普及していくか

が大事かなと思います。そのことを考えて、これは非常に呼び水的な意味合い

という気もします。後ほど伺おうと思っていますが、ブランドとして定着させ

るといった先々のことを考えると、今回の取組が単発で終わらないように、も
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う少ししっかりした永続性に結び付くような取組を、各企業に期待したい。県

もさることながら、企業の努力ということは、十分にやり取りをされています

か。 
事業推進部長 
	 ただいまの委員の御指摘のとおり、今回の地方創生交付金があって、それを

活用してやらせていただくわけで、これが未来永劫ずっと続くという保障はも

ちろんありません。ここで採択された企業様におきましては、そうした県の未

病という取組にまず理解があることも、当然、審査の中で見ております。ここ

での成果を、自社の商品のマーケティングだけではなく、もちろん匿名的なデ

ータですが、例えばそれを県の未病産業研究会の中で、皆様でそれを共有し合

う。本来でしたら、自社にどのような購入層がいるということは企業秘密だと

は思いますが、ここに関しては、そういったデータを広く皆様で活用できるよ

うなことでやっていくといった、事業の趣旨を御理解いただいている事業者様

を採択しております。企業の皆様方にも、そういった意識を持って未病産業を

発展させていくという趣旨で取り組んでいくことは、県ももちろんですが、企

業の皆様にも御理解頂いていると考えております。 
高橋(稔)委員 
	 是非、永続性ある取組をプラットホームとして、全国、または世界に発信さ

れていくような、マーケットがどんどん広がっていくような波及性を、企業と

タイアップして構築していただきたいという思いでありますので、要望してお

きます。 
	 続きまして、ＣＨＯ構想について、今年度はＣＨＯ構想評価モデルの実証事

業を実施するとありますが、実証事業の概要について確認の意味も含めてお伺

いします。 
未病産業・ヘルスケアＩＣＴ担当課長 
	 このモデル実証事業につきましては、ＣＨＯ構想の導入効果を明確にすると

ともに、実際にＣＨＯに取り組む際の参考となる導入モデルを作成して、より

一層のＣＨＯ構想の普及促進を図るというものです。事業の概要ですが、まず、

事業に参加される企業を公募して、県及び導入を支援する事業者による支援の

下、実際にＣＨＯを導入していただきまして、健康経営を進めていただくとい

うものです。この中で、参加企業につきましては、社員の健康状態を把握した

中で、自社の健康経営上の課題を洗い出し、その課題に対するサービスを導入

して、その効果の検証を行っていただくというものです。 
高橋(稔)委員 
	 国でもＣＨＯというか、こういった健康マネジメントに最近キャリアを出し

てきているという記事を目にしたことありますが、モデル実証事業は、もちろ

ん企業及び団体にも波及効果が期待できると思います。 
	 そこで、民間企業等の先行事例となりますＣＨＯ構想について伺いますが、

まず、県庁ＣＨＯ計画の取組状況について確認させてください。 
職員厚生課長 
	 県では、県自らがＣＨＯ構想を展開するため、平成 26年 11月に神奈川県職
員健康経営計画を策定し、計画に掲げた基本方針とアクションプランに基づい
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た取組を行っています。具体的には、健康診断の結果から高血圧及び高脂血症

といった、生活習慣病のおそれがあるハイリスク者への個人別の改善プログラ

ムの提供、または、メンタルヘルスの相談や研修、さらに、時間外勤務が月 80
時間を超え、健康に悪影響が及ぶことが懸念される職員への産業医による面接

等を実施しております。 
	 また、気軽に運動を継続するために配付した歩数計や、未病の見える化によ

り健康への意識を高める仕組みとして構築したマイ健康ポータルにつきまして

も、健康増進への取組を促すインセンティブを導入しながら取り組んでいます。

インセンティブとしましては、１日１万歩といった運動習慣や生活習慣の改善

に向けた基準を設け、健康ポイントを付与し、貯まったポイントで健康グッズ

や預金等に交換できる健康ポイント制度を導入しています。 
高橋(稔)委員 
	 今の歩数計とマイ健康ポータルという答弁でしたが、確かこの夏ぐらいに職

員の参加率が半数強にとどまっているという報道がありました。利用率の向上

に向けた取組はどうなっているのか、現状の参加率も含めて把握していらっし

ゃれば併せて伺います。 
職員厚生課長 
	 歩数計等の利用について、健康診断等と異なり、法で定められていないため

強制することはできませんが、職員の健康に資するものであるという導入の狙

いを改めて丁寧に説明し、目的への理解を深めてもらうことで利用促進を図っ

ていこうと考えています。具体的には、職員全員へ事業の狙いやインセンティ

ブを再度周知し、利用を促すメールを直接職員に送付することや、成功体験を

広く募集し、それをグループ等で紹介することにより、新たな利用者を掘り起

こす等の対策を講じております。また、歩数計を利用しない原因を分析するこ

とも大事だと考えておりまして、それにより出てきた原因に対し可能な対策を

検討していきたいと考えております。 
	 現在の利用状況ですが、歩数計につきましては、新聞発表等では 56.7％とい
う状況でしたが、８月現在で若干向上しまして 57.1％となっています。マイ健
康ポータルにつきましては、６月の新聞の記事では６月末現在 52.7％が、８月
末現在で 53.5％となっている状況です。 
高橋(稔)委員 
	 なかなか４割強の方々が参加していない。今日、御出席の皆様は参加してい

らっしゃると思いますが、参加していない原因分析をしっかりやっていただい

て、ここでは追及はしないようにしたいと思います。 
	 今、気になったのですが、法定の健診とは違うというお話があったので、法

定の健診はちゃんとできているのかという話が頭の中をよぎってしまったので、

これはどういう状況になっていますか。 
職員厚生課長 
	 健康診断は事業者の責務ですが、正直なところ 100％ではありません。ただ、
今、手元に正確な数字がありませんが、90％後半は維持しております。これは、
必ず事業者としてやらなくてはいけませんので、100％を目指して取り組んでい
ます。 
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高橋(稔)委員 
	 これは責務ですから、これは局長、声を大にして、職員の健康管理から局長

自ら旗を振っていただいて、保健福祉局もそうですが、是非頑張っていただき

たいなと思います。 
	 次に、今年１月に策定されました行政改革大綱の中で、現行の職員健康経営

計画を改定するということですが、どのように改定を行うのか伺っておきます。 
職員厚生課長 
	 今回の行政改革大綱の策定趣旨は、職員、組織及び仕事の質の向上をさせ、

行政組織の総合力を高める質的向上に着目した改革を推進することにより、県

民にとって価値のあるサービスを提供するというものです。そのためには、組

織及び職員自らが未病の改善、健康増進に取り組むだけでなく、職員が生き生

きと働くことができる環境整備も重要な要素になってまいります。そこで、神

奈川県職員健康経営計画においても、これまでの未病の改善や健康増進の取組

に加え、ワーク・ライフ・バランスの実現、健康増進に向けたオフィス環境の

整備と見直しに取り組むことで、より観点を広げた健康経営の見直しを検討し

てまいります。 
高橋(稔)委員 
	 ＣＨＯ構想は、民間企業等における健康経営のモデルとなることが目的だと

思いますので、今後、どのような点を定めて取り組んでいこうとしているのか。

また、重要だと認識している点についても伺っておきます。 
職員厚生課長 
	 健康経営の仕組みを構築し、民間企業等への効果的な健康経営モデルとなる

ためには、どのような取組を行ったらどのような成果が出たのかが明確になる、

分かるようにすることが重要であると考えております。そのため、取組の実行

の終わりを示す指標を設定し、着実に計画を推進することで、取組の評価を示

してまいりたいと考えております。 
高橋(稔)委員 
	 そういう指標は、具体性がないと訴求力がないかなと思いますが、数値目標

化されていると理解していいですか。 
職員厚生課長 
	 指標につきましては、神奈川県職員健康経営計画の評価軸につきまして、健

康増進や医療費負担の軽減、また、組織の活性化でありまして、これはＣＨＯ

構想の評価軸と同じものです。これらの評価軸は、達成すべき目標を示した指

標となりますので、その目標を達成するためには、節目に達成度合いを計る指

標が別に大事になってくると考えております。一例を挙げますと、先ほど出ま

した健康診断ですが、その結果が良好な職員の割合、今、総合評価で仮に３割

の方が良好だとなれば、それを４割にするとか、または休職者の数が、今、仮

に全体の１％いるとすれば、それを 0.5％にするといった数値目標を掲げて取り
組んでいくことがふさわしいのではないかと考えております。 
高橋(稔)委員 
	 是非、職員の健康管理に気を付けていただきながら、健康経営モデルになれ

るようにしっかり取り組んでいただくことを要望しておきます。 



 7 

	 最後に、ＭＥ-ＢＹＯハウスラボと在宅医療について、第一次販売商品及びサ
ービスの中で、自宅にいながら未病を治す実践ができるものが含まれておりま

すが、６月補正で未病に関するエビデンス構築に向けたデータ収集の分析調査

検討を行う、ＭＥ-ＢＹＯハウスラボの設置事業があったと思います。改めて、
その狙いと概要を確認します。 
未病産業・ヘルスケアＩＣＴ担当課長 
	 ＭＥ-ＢＹＯハウスラボは、身近な日常生活での健康状態のモニタリング、い
わゆる未病の見える化をコンセプトとしまして、日常生活の中で様々な健康デ

ータの収集、蓄積及び分析を行うことで、未病エビデンスの確立や未病産業の

創出を狙いとしているものです。具体的には、ＭＥ-ＢＹＯハウスラボの中に、
最新技術により健康データ等を測定する様々な機器を設置及び連携させまして、

被験者、いわゆる実際に住んでいただく方が日常生活を送る中で、食事、睡眠

及び排せつ、並びに入浴等の生活習慣情報や、室温、気温及びアレルゲン等の

外部環境情報、心拍、血圧及び体温等のバイタルデータといったものの収集及

び蓄積を行っていくものです。 
高橋(稔)委員 
	 ＭＥ-ＢＹＯハウスラボで導入する商品及びサービスの選定等、事業の進捗に
ついてはどういう状況なのか。併せて、この取組についてのＰＲ、または事業

で得られた成果の活用及び展開についてはどう考えておられるのか伺っておき

ます。 
未病産業・ヘルスケアＩＣＴ担当課長 
	 ハウスラボは、まず、慶應義塾大学の湘南藤沢キャンパスに設置されており

ます、慶應型共進化住宅、慶応エコ・エコノミングハウスと呼ばれております

が、この事業の協力を得て９月より取組が進められているものです。ラボに導

入します商品及びサービスにつきましては、現時点では10社程度の企業様から、
センサー等の機器の導入について内諾を得ております。11月に実証実験を開始
しますが、そのときには大体 15機種程度の導入となる見込みです。 
	 また、ＰＲ、今後の成果の活用及び展開ですが、ＰＲにつきましては、10月
中旬にプレス向けの内覧会を実施することになっております。実証実験を開始

する 11月以降につきましては、オープンハウスとして県民の方々に実際に見て
いただくという機会を設けたいと思っております。また、事業で得られた成果

につきましては、収集蓄積された様々なデータと組み合わせて、新たなエビデ

ンスを構築し、将来的には個人の健康データ及び医療データとの連携を図る等、

セルフメディケーションや個別化医療の実現に向けた、新たな社会システムづ

くりにつなげていきたいと考えております。 
高橋(稔)委員 
	 未病をデイリーに把握するということで、過日、神奈川新聞でＴＯＴＯが横

浜市大と連携して、横浜市立大学先端研究センターで未病の見える化事業に取

り組んでいるという記事が掲載されておりました。非常におもしろい取組だな

と思っておりまして、何でも腸内細菌 100兆個の把握を、腸内フローラによっ
て定量的に把握することにより、未病の見える化を促していくという記事であ

りました。 



 8 

	 一方、在宅医療においても、医師、看護師及び介護職員等多職種連携という

ことで、過日代表質問でも取り上げさせていただきました。切れ目なく医療及

び介護のサービスが受けられる環境をつくっていくことが大事だと思いますが、

在宅医療連携システムの導入事業についても改めて伺っておきたいと思います。

この事業の概要をもう一度確認させてください。 
医療課長 
	 本事業は、在宅医療において患者に関わる多職種の医療や、介護の職員の間

で患者の情報を共有し、そして医療連携、医療及び介護連携の円滑化を図るた

めに、県医師会と連携して在宅医療連携システムの導入のモデル事業を実施す

るものです。今年度は、まず秦野伊勢原地域で事業を実施しており、今後、段

階的に各地域へシステムを導入していきたいと考えております。 
高橋(稔)委員 
	 このシステムでは、具体的にどういう情報を共有して、どういう期待及び効

果を把握できるのか。また、先行してシステムを導入している、この間勉強し

ました千葉県柏市の事例も含めて教えていただきたいと思います。 
医療課長 
	 このシステムでは、病院と診療所、訪問看護ステーションや介護施設の間で、

患者さんの治療、看護及び介護の情報を共有できるようになり、切れ目ない医

療介護サービスの提供がスムーズに行われるようになります。先行して導入し

ている千葉県柏市に伺ったところ、入院中の治療やリハビリの内容が事前に退

院する前に共有できるために、退院後、スムーズに在宅療養へ移行できるよう

になった等の効果が見られたと伺っております。また、日常生活における患者

及び家族の状況や、養生による生活上のより詳細な注意点等が共有できるため、

医療介護サービスの提供が直接に行えるようになる等の効果が期待されると考

えております。 
高橋(稔)委員 
	 在宅医療は、システムの導入だけでは実現できるものではないことは十分承

知しています。そこで、他にどういった課題があると認識しておられるのか。

また、人材育成といった方面での課題もあろうかと思いますが、どのように取

り組んでいかれるのか伺っておきます。 
医療課長 
	 在宅医療の推進に当たり、最も重要な課題は担い手となる医師等の人材不足

です。そこで県では、この 10月に県医師会と連携して、在宅医療トレーニング
センターを保健福祉大学の実践教育センター内にオープンします。このトレー

ニングセンターでは、在宅のがん緩和ケアやじょくそうケア等の実技研修を行

ってまいります。また、９月補正予算案で上げさせていただいております、市

町村と地域の医師会が連携して実施する医師向けの在宅医療研修等に補助する

こととしております。さらに、現在地域医療構想の策定に向けて、2025年にお
ける医療提供体制の在り方を議論していますが、その中でも在宅医療を担う医

師等の人材確保策について更に検討してまいりたいと考えております。 
高橋(稔)委員 
	 在宅医療を担う医師の確保は、非常に重たい問題であろうかなと思います。
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これについては、またいろいろ関係方面との調整もあるでしょうし、メディカ

ル・イノベーションスクールといった、いろいろなことも考えていらっしゃる

ので、今日は伺わないことにします。 
	 ＭＥ-ＢＹＯハウスラボと在宅医療は、別々の取組のように見えますが、超高
齢社会の課題に対応するため、県民の生活の場に根差した取組という点では、

私は共通しているように思います。生活の場において、健康医療情報の蓄積が

進むことにより、医療提供者、県民患者の双方が、これを活用することも可能

になると思われます。今後、ＭＥ-ＢＹＯハウスラボと在宅医療の取組を相互に
連携させていくことが有効ではないかなと思いますが、御見解を伺っておきま

す。 
事業推進部長 
	 ＭＥ-ＢＹＯハウスラボと在宅医療とも、今、ＩＣＴを活用して、それぞれ患
者個人のデータを使って活用していこうといったところでは、全く同じように

使えるものだと考えております。本県では、今、ヘルスケアのＩＣＴシステム

の構築に取り組むところでありまして、これは県民、医療機関、企業等様々な

主体が、健康とか医療情報を有効に活用できるシステムを目指しております。

ＭＥ-ＢＹＯハウスラボでは、日常生活、普通にそこで暮らしていく中での個人
の方の様々な体の情報のデータを収集及び分析しますので、将来的にはそうい

ったデータを、今、本県が構築を目指しておりますヘルスケアＩＣＴシステム

と連携させていくことを目指しております。 
	 在宅医療の場においても、医師や看護師、介護職員等の関係者が、患者の情

報を共有することは非常に重要です。今、そうした取組も始まっていますから、

それも同じＩＣＴを活用してということになりますので、今後、ヘルスケアＩ

ＣＴシステムを構築していくに当たりましては、いろいろな主体の方が有効に

活用できるように、当然、在宅医療の関係者の方にもそういったものが活用で

きるシステムを目指して構築をしていきたいと考えております。 
高橋(稔)委員 
	 最後の質問にします。今日からマイナンバー法が施行され、様々なところで

マイナンバーが、どのように医療の分野及び介護の分野で連携して作用してい

くのか、各システムの比較調整でいろいろな取組が可能になってくるかなとい

う思いもあるわけです。今の時点で、様々な未病の見える化、在宅医療、ＭＥ-
ＢＹＯハウスラボとどんどん広がっていますが、ネックがあるのではないかな

と思います。法律の壁は現実論としてあるのだろうなという思いもあるわけで

すが、これは局長に伺いますが、どうなのですか。神奈川から戦略的に進めて

いく上で、特区戦略等も含めて、現行の法律が壁になっていることは総論でど

う把握していらっしゃるのか。最後に伺って質問を終わります。 
ヘルスケア・ニューフロンティア推進局長 
	 ただいまの御質問ですが、例えば、マイナンバー制度のお話がありましたが、

国ではマイナンバーの最初の活用として、医療本体には使わないという方針の

ようでして、実際、健康データと医療データを内容説明の際に、マイナンバー

を使えることは非常に大きな手法だと思っています。 
	 県としては、ＩＣＴの活用の場面におきましては、今、国がやっております



 10 

様々な協議会にも参画させていただいて、将来的にはうまく神奈川のシステム

の中で動くようになるように、いろいろな角度から働き掛けをしたいと思いま

す。いずれにしても、基本的には国交省が言っているように、パーソナルデー

タ、いわゆる個を大事にする医療が中心になってきますので、これは当然ＩＣ

Ｔを十分に活用していかなければいけないと考えています。特区等もフルに活

用しながら、そういった取組を進めたいと考えております。 


