
平成 26年第 3回定例会 厚生常任委員会 
平成 26年 12月 18日 

 
西村委員 
 神奈川県総合リハビリテーションセンターの指定管理者等について御報告を

頂きました。これまでの設置目的や設置経緯、それから高度な、また専門的な

知識を蓄積しているということで、引き続き、(社福)神奈川県総合リハビリテー
ション事業団が指定管理者となることがふさわしいと考えていると、そしてま

た同時に、事業団を非公募により選定するという御報告でございましたが、さ

きの決算特別委員会で我が会派の鈴木議員が、神奈川県総合リハビリテーショ

ン事業団の積立金について質問を行いました。その際、リハビリテーション事

業団には、現在約 17億円の積立金があるとのことでしたので、このことについ
て伺わせていただきたいと思います。 
 まず、事業団の積立金の平成 25年度末での残高と積立金が生じた経緯につい
てお聞かせください。 
県立病院課長 
 平成 25年度末の積立金残高でございますが、17億 2,647万余円となってご
ざいます。 
 積立金の生じた経緯でございますけれども、リハセンターの指定管理では、

指定管理者の経営努力を促すために、年度ごとにあらかじめ指定管理料の額を

定めまして、指定管理者による運営の結果、赤字であっても指定管理料の増額

はせず、また黒字になっても指定管理料の返還は求めないこととしております。

また、指定管理者制度を導入する以前の委託期間中においても、平成 14年度か
ら 17年度までは、指定管理料と同様の考え方で委託費を計上しておりました。
したがいまして、このリハ事業団の積立金につきましては、そのほとんどが平

成 14年度から 25年度までの 12年間の施設運営による黒字額が積み上がったも
のでございまして、事業団が不正に支弁をしたとかいった類のものではござい

ません。 
西村委員 
 ただ、いきなり増となったわけではなく、指定管理を受けてから徐々に積み

上がって 17億円になっているわけで、県からの指定管理料がいわば積立金の原
資となっているのではないかと考えられるんですが、その指定管理料の積算の

考え方について伺います。 
県立病院課長 
 リハセンターの指定管理料につきましては、適正な事業運営と施設の維持管

理に必要な全体経費、それに対します利用料金などの収入を見込みまして、不

足すると見込まれる額を差し引きまして指定管理料としております。あらかじ

め定めました指定管理料につきましては、先ほども答弁させていただきました

が、赤字であったとしても黒字であったとしても、そこは増額も返還も求めな

いという仕組みとなってございます。 
 なお、平成 25年度につきましては、病院において大学病院から医師の派遣が
一部困難になったような時期などもありまして、１億 7,000万円ほどの収入不



足が生じたために、積立金から１億 2,000万円ほど取り崩して赤字補てんをし
たという状況でございます。 
西村委員 
 医師がお辞めになられて赤字補てんをしましたから、こういう積立金があっ

てもいいのではないか、あったから使えたではないかというのは余り通らない

んじゃないのかと。果たして今おっしゃったように適正なのかどうかという判

断がとても難しいというか、きちんと県民の皆様に分かりやすく説明ができる

ものであるのかと首をかしげるところなんですが、そもそもこの積立金は、ど

ういった目的で計上しているのか、あるいはそれを活用しているのか伺います。 
県立病院課長 
 この積立金でございますけれども、用途の大きなものとしましては、看護師

をはじめとした医療人材を確保するための学資金貸付事業や、昨年度も活用さ

せていただきましたけれども、施設運営に生じる赤字リスクなどに備えるため

に計上しているものでございます。 
 具体に申し上げますと、学資金貸付事業は、看護師確保のために必要なもの

なんですけれども、看護専門学校の学費の貸付けを受けたと同じ期間だけ事業

団で勤務をしていただきますと、返済が免除される仕組みになっておりますの

で、その際、貸付債権を償却するというようなことになりますので、これに相

当する額について、常に資金として確保していく必要があるといった仕組みが

ございます。 
 また、赤字のリスクにつきましては、リハセンターは、御案内のとおり２病

院３福祉施設という五つの施設からなる複合施設ということで、運営に当たり

ましては、利用者や患者の数の減といったリスクが常にあることや、２年に一

度の診療報酬改定による影響など、様々な経営リスクが想定されているという

こともありまして、こういったものに活用させていただいているというところ

でございます。 
 また、リハセンターの運営収支は年間約 110億円規模でございますけれども、
例えば収入が１％減になりますと、それで 1.1億円の減額となるといったことを
考えますと、財政調整基金的な額として一定程度確保していく必要があると考

えている次第でございます。 
西村委員 
 経営上のリスク、そこに赤字の補てんをしていくためのお金というのは、大

体これぐらいというのは予測はできないんでしょうか。 
 それともう一つ、看護師の確保のための学資金というのは、ある程度この程

度というのは想定ができるのではないかと思うんですが、そういうことを考え

た上で17億円というのは妥当な数字なのかどうかということをお聞かせいただ
けますか。 
県立病院課長 
 おっしゃるとおり、経営リスク、昨年度初めて赤字になって、それが 1.2億円
というところで、なかなかこれは予測が立ちにくいところはありますけれども、

経営の観点では予測もしていかなければならないんではないかと考えておりま

す。 



 それから、学資金は毎年 6,000万円規模で運営をしておりますので、そうい
う中で何箇年分くらい持っていることが適正なのかというような個々の項目に

ついても精査が必要だと考えております。 
 それから、17億円という額がどうなのかということでございますけれども、
ただいま申し上げたように、それぞれ目的があるんですが、外形上は、総合リ

ハビリテーション事業積立金という一つの項目で一括管理されていたというこ

とが、大変大きな課題なのではないかと認識しております。そういったところ

は、何らかの改めが必要なのではないかと考えております。 
 また、一方、リハ事業団は、この積立金はプラスなんですけれども、退職給

与引当金が平成 25年度末で約 24億円ほど積立不足が生じているという財務上
の課題もございまして、ゆえに、一方で不足があって、一方で剰余金があるよ

うに見えることが大変大きな課題ではないかと考え、県民の誤解を招くことの

ないよう、使途や使途ごとの金額をお示ししていくということも今後必要だと

考えている次第でございます。 
西村委員 
 まず、前段でお答えいただいたのは、看護師確保のための学資金を何年分た

めておくのが妥当なのかということは提示されずに、一つのお財布の中に入っ

ている。それから、赤字というのもリスクがどのぐらいなのかというのは予測

が立てられずに、これも同じお財布の中に入っていて、17億円が一度に出てし
まったということですが、まずは、この仕分けをするべきなのではないのかと

いうのが一つです。そこで仕分けをされて、初めて妥当な額なのかどうなのか

というのが見えてくるのではないかと思いました。 
 後段の方では、先ほどあらい委員が汐見台病院の質疑でお話をされていまし

たが、退職金の手当ての引当金不足に対応するというお話だったと思うんです

が、そもそも、この退職金というのは県が払うべきお金なのか、あるいはこの

事業団が用意するべきお金なのか、そこから教えていただいていいですか。 
県立病院課長 
 平成 17年度までは委託制度ということで、毎年職員が退職される退職金相当
分について委託料の中で出してきたところでございます。そして、指定管理者

制度という形に変わった中で、当該年度に退職するだけではなく、今後、退職

することも想定した引当金も充てていかなければならないと制度が変わった中

で、委託時代の引当金を一遍に措置するということが県でできなかったことか

ら、今現在、事業団の財務諸表上の引当金のところがマイナスになっていると

いった結果となっておりまして、ここは県が処理すべき部分でございます。 
西村委員 
 すっきりしないと思うのは、県と事業団との間でそういう締結というか約束

というか、そういう事項がまとまっているんですか。 
県立病院課長 
 指定管理者制度におきましては、基本協定など様々な中で、必要なものを措

置するということで、引当て金についても措置をしておりますけれども、委託

時代につきましては、制度が変わったというところで、特段の取決めのない中

で、多額な引当金が必要になったというところで、県としては支払うべきもの



という認識は持っておりますけれども、そういう中で現在不足が生じていると

いった状況でございます。 
西村委員 
 ということは、事業団は、県が支払うべきなんだろうけれども払えないだろ

うと思ってためていたと捉えればいいんですか。 
県立病院課長 
 引当金不足という財務諸表上マイナスもありつつ、一方でプラスも見えると

いう中で、引当金については、毎年県が必要なものは措置しておりますので、

マイナスについては、引き続き県も措置していくものだろうと事業団も考えて

いたものと思いますが、ただ、財務上、事業団の財務諸表でございますので、

プラスもありますけれども、一方でマイナスが立っているというのは事業団の

財務諸表上の問題でもございますので、事業団としても、県が措置すべきもの

と考えていたとは思いますけれども、自分のところの財務諸表でございますの

で、課題認識を持っていたと考えております。 
西村委員 
 一度このことは、事業団と県とで、今後どうするんだということをきちんと

話し合って、お互いに何かおもんばかりあっているような、そういう運営でい

いのかというのがすごく不安になるところで、何に使おうと思っていたのか、

そう使おうと思っていたのなら、なぜそういう必要性を感じたのかという背景

というのが、きちんと話し合われずに、もっと言えば文言にならずにここまで

進んできたのかという気がするところなんですが、今後、検討していただいて

手を打っていただきたいと思うんですが、そんなに先の話にはできないと思う

んですけれども、いつ頃を目どに、こういったことをクリアにしていこうと、

先ほどのお財布の中身もそうですけれども、目標を立てていらっしゃいますか。 
県立病院課長 
 目標としては、現在、今御提案のありました使途、それから使途ごとの金額

について、事業団とも密接に話し合っておりまして、検討状況から申しますと、

引当金不足に積立金を充当していくということも、使途の一つとしてあり得る

のではないかということで、事業団とも様々詰めております。 
 ただ、事業団も手続等もございますので、そういったことも確認しながら、

現在できるだけ早期にこの問題を解決しようと考えておりまして、その検討結

果については、また改めて御報告させていただきたいと、こういうスケジュー

ル感で考えております。 
西村委員 
 できるだけ早期というのはスケジュール感にならないと思うので、どれぐら

いを目どにということが、もし言えれば、目標を立てていただいた方がいいか

と思いますがいかがですか。 
県立病院課長 
 様々な課題があるもので、なかなかちょっとスケジュール感が申し上げられ

なかったんですが、２月の議会も控えておりますので、そこで御報告ができる

ように努力したいと思います。 
 



西村委員 
 今、使途についておっしゃったんですが、これはもともとリハビリテーショ

ンセンターという医療機関で使うお金が、経営努力ということでお金がたまっ

ているわけですよね。ただ、この経営努力がどういう経営努力をしたからたま

ったのかということが明確でないと、本当は、医療機器を買わなければいけな

かったのを買わなかったのではないのかとか、正規で雇わなければいけなかっ

たところを臨時の人が働いていたのではないのかとか、想像でものを言うのは

失礼かもしれないけれども、内科医不足が起こったのも、もしかしたら十二分

な手当がなかったからではないかと想像されたって仕方ないと思うんです。こ

れは、どういう努力を行ってきたから、これだけのお金が積立金になりました

というということは、今後明示できるんでしょうか。 
県立病院課長 
 まず、今御懸念されたサービスの低下というのは、指定管理者と基本協定を

県と結んでいまして、サービスの低下をするというようなことは、事業団の独

自の判断ではできませんので、まずそういったことは一切してございません。 
 それから、経営努力というようなものをどうやって見せていくんだというこ

とにつきましては、これまでも、例えば医薬品で組織の違う病院機構と共同購

入して経費を削減したであるとか、民間の給与水準を参考にして総人件費を抑

制する給与体系にしたですとか、事業団も様々取り組んでおりますので、そう

いった取組を御紹介させていただければと思っております。 
西村委員 
 では、経営努力があったということで、リハビリセンターの利用率はどうい

う状況ですか。 
県立病院課長 
 平成 25年度の実績でございますけれども、まず病院でございますが、神奈川
リハビリテーション病院が 77.2％、七沢リハビリテーション脳血管センターが
69.7％、それから福祉施設でございますが、知的障害児者の入所施設である七
沢学園が 89.6％、重症心身障害児者の入所施設である七沢療育園が 96.1％、肢
体不自由児者と中途視覚障害者の入所施設である七沢更生ライトホームが

92.2％といったような状況となっております。 
西村委員 
 さて、このような利用率で指定管理者の経営努力が反映されていると言える

のかどうか。県としてはどう受け止めていらっしゃいますか。 
県立病院課長 
 福祉施設につきましては、おおむね 90％以上の利用率ということで、今後と
もこの高い利用率を維持できるよう、経営努力をしていただきたいと考えてお

りますし、高い利用率を維持していると評価しております。 
 一方、病院につきましては、先ほど来から言われております一時的な医師不

足や、地域の民間病院の方で、回復期リハビリテーション病床の増加、いわゆ

るライバルが増えたといったような影響もありまして、県として目標としてい

る利用率には達していないと受け止めているところでございます。 
 特に、ここ数年は、リハセンターは御案内のとおり再整備に向けた過渡期と



いうこともありまして、七沢病院は段階的に病棟を休止しているような、効率

的な病棟運営がなかなか難しい部分というのもあります。それから、40年とい
うことで施設設備の老朽化が進んでいるという状況がございます。こうした中、

事業団におきましても、大学病院以外からの医師の確保を行ったり、病院訪問

も拡大を行うなど様々な収益確保に向けた取組を行っておりますので、県とし

ても引き続きやっていただき、更なる利用率の向上を目指してもらいたいと考

えております。 
西村委員 
 もちろん、不正なことを働いて、不正なお金がたまって、不正なことに使わ

れるとは、私も思っておりません。ただ、この数字が上がっただけでは、一体

何が積立金になって、今後、何に活用させていくのかということが、県民の皆

様には伝わらないのではないのかというのを大変懸念するところです。17億円
というのは大きな金額です。本来は、こちらの方で積算をして出しているお金

の中から 17億円たまっているわけだから、有効活用されるべきお金だったので
はないかという御懸念を、県民の皆様がお持ちになっても仕方ないと思うんで

す。だから、どういう方法をとったら、これだけの積立金になりましたという

ことを、まず明確にしていただきたいということです。 
 それから、指定管理者制度で、いきなり数字が出てきて問題になったわけで

すけれども、指定管理者制度の運用に関する指針を今後はもっと細かくしてい

くというか、マニュアルを改定していくというか、見える化をしていく必要が

あるのではないかということを二つ目の提案とさせていただきます。 
 それから、もともと最先端の高度のリハビリを行っていた、しかも長年の歴

史の蓄積がある、そのリハビリステーション事業団のこれまでの功績は評価い

たしますが、医療というのは、先ほども治験の話が出たときに、日々新しくな

っているというお話がありました。日々新しくなっている医療の現場で、10年
間という指定管理の期間が果たして妥当なものなのかどうかということも、改

めて検証していただく必要があるかと実感したところです。今、様々な検討が

行われているということでしたが、県民の誤解を招かないように、しっかりと

管理、また検討をしていただきますよう要望いたしまして、この質問を終わり

ます。 
 続いては、骨髄バンクへのドナー登録の推進について、提案を含めながら質

問させていただきたいと思うんですが、骨髄移植は白血病など血液疾患の治療

に有効な治療法の一つなわけですけれども、移植のためには骨髄提供者である

ドナーと患者のＨＬＡと呼ばれる白血球の型が適合する必要があるわけです。

非血縁者間でＨＬＡが一致する確率は数百分の一から数万分の一と言われてお

り、骨髄移植の機会を公平に確保するためには、広く骨髄提供の希望者を募り、

ドナー登録者を増やしていく必要があるわけです。 
 しかしながら、骨髄バンクのドナー登録には年齢制限がありまして、55歳に
なると自動的に登録が抹消される、2017年には登録抹消者数が年間１万人を超
え、超高齢社会に突入します。それ以後も増え続ける見込みであり、抹消者数

を上回る新規登録者を確保できなければ、登録者数は減っていく一方というこ

とになります。そうしたことから、１人でも多くの方にドナー登録者になって



いただくための取組が重要であると考えますので、質問させていただきたいと

思います。 
 まず、ドナー登録について、全国と本県の現状を伺いたいと思います。 
保健予防課長 
 ドナー登録者数につきましては、日本骨髄バンクで集計しておりますが、都

道府県別のドナー登録者数は、登録者の住所ではなく登録した場所で整理して

いるところです。平成 26年 11月末現在のドナー登録者数ですが、全国で 44
万 9,000人余り、本県で登録した方は２万人近くで全国の約 4.4％を占めていま
す。全国都道府県中第６位でございます。ただ、人口 1,000人当たりの登録者
数で見ますと、全国平均では 7.48人ですが、本県は 4.75人でございまして、全
都道府県中 44位ということになっております。 
西村委員 
 県では、骨髄ドナー登録者を増やすためにどういった取組を行っているので

しょうか。 
保健予防課長 
 まず、ドナー登録ができる常設の場としては、日赤の献血ルームでドナー登

録ができます。県では、県内で献血ルームが設置されていない地域を補完する

という観点から、小田原保健福祉事務所と厚木保健福祉事務所大和センターに

おきまして、定期的に登録の機会を設けております。 
 また、毎年 10月が骨髄バンク推進月間でございますので、ポスターやリーフ
レットの配布、ラジオによる広報、イベント会場における個別登録会などを行

ってございます。 
 さらに、昨年度と本年度は、緊急雇用創出事業を活用しまして、ドナー登録

の呼び掛け及び説明を行う説明員を献血ルームに配置しています。場所として

は、交通至便で集客の多い横浜駅東口にあるクロスポート献血ルーム、川崎駅

近くにあるルフロン献血ルームで実施しております。 
 さらに、本年３月には川崎駅前におきまして街頭キャンペーンを行い、知事

自ら先頭に立ちまして、川崎市職員、ボランティア団体、地域のライオンズク

ラブの方にも御協力いただきまして、普及啓発を推進してまいりました。 
西村委員 
 私も一緒にティッシュを配らせていただきましたけれども、その折に私も説

明員の方にルフロンで説得されましてドナー登録をしたわけですが、こういっ

た取組を行ったことによって、県内のドナー登録者数がどのように推移したの

か伺わせていただきます。 
保健予防課長 
 具体的な推移でございますが、平成 25年度の９月から献血ルームへの説明員
を配置しましたので、平成 24年度の１年間の登録者数と比べてみますと、平成
24年度は 753人でしたが、平成 25年度は 1,890人ということで、前年度比約
151％の増加になりました。 
 また、今年度は６月から献血ルームの説明員の配置が始まっておりますが、

11月末現在で 1,124人の登録がございまして、配置員を配置していなかった平
成 24年度の同時期との比較では、約 113％の増加となっております。 



 これは、献血ルームで実施しておりますので、献血をしに来られる方が、も

ともとドナー登録のような善意の協力に前向きなお考えを持っていらっしゃる

方が多いと思われます。そのため、街頭で広く呼び掛ける場合よりも効果は大

きいのではないかと思います。ただ一方では、１回ドナー登録をしてしまいま

すと、献血には何度も来られますけれども、ドナー登録はその１回で終わって

しまいますので、そういうようなデメリットもございます。 
西村委員 
 それでは、更にドナー登録を推進していくために、どういった取組を今後考

えていらっしゃいますか。 
保健予防課長 
 ドナー登録は、あくまで善意で御協力いただくものですので、意識啓発を継

続的に行っていくことが大変重要だと思っております。ですので、例年行って

おりますが、ポスターやパンフレットによる普及啓発、イベント会場での個別

ドナー登録会も今後継続的に実施していきたいと思っています。 
 ただ、現在行っています献血ルームにおける説明員配置でございますが、大

変効果がある取組だとは考えておりますが、緊急雇用事業という一時的な事業

でございまして、継続して行うことができません。来年度以降はこの経験を生

かしまして、ボランティア団体の方の御協力を仰ぎながら、月に数回程度、献

血ルームで呼び掛け及び説明を行っていこうと考えております。 
 さらに、献血バスが休日などに比較的集客の多い場所にとまって献血をお願

いしております。献血の際には、希望者にはドナー登録も行っていただくとい

う、いわゆる献血並行型ドナー登録と呼んでいますが、こうしたものも実施し

ていきたいと考えておりまして、日赤や献血バスがとまる相手方施設の協力が

得られれば、少しでも登録者数を増やせるものと考えております。 
 なお、年明けの１月５日と６日には、県庁に献血バスが来る予定となってお

りまして、その際に、献血並行型ドナー登録会を実施することといたしました。 
 今後とも、日赤やボランティア団体と調整しながら登録の機会の拡大に取り

組み、ドナー登録者の拡大に努めてまいります。 
西村委員 
 ドナー登録は１回しかできないわけですから、固定した献血ルームではなく

献血バスでの広がりというのは、今後、より一層施設の協力等も得ながら、拡

充をされていくのがいいと思いながら伺っておりました。 
 さて、ドナー登録に当たってなんですけれども、私もちゅうちょしたのが、

仕事を長く休まなければいけないと言われたことだったんです。そのとき、説

明員の方が、仕事がお忙しいときは、たとえ適合したと連絡が来てもお断りに

なれますというその一言で、だったら登録しようと思ったんですけれども、同

じようなことで悩まれる方は多いと思うんです。仕事を休むと収入が減ってし

まうといったような場合もあるでしょうし、そういった理由でちゅうちょする

ことがあると思うんですが、実際に骨髄を採取するのにどれぐらいの期間が必

要なのか、また、骨髄バンクから費用などは支給されるのか伺いたいと思いま

す。 
 



保健予防課長 
 まず、実際の骨髄採取に要する日数でございますが、連続ではありませんが

おおむね８日程度です。具体的には、はじめに骨髄採取の４週間から６週間前

に健康診断で１日、１週間から３週間前に自己血採血ということで２日かかり

ます。自己血採血とは、骨髄採取後に貧血とならないよう、あらかじめ自己血

を保存しておき、採血後に返血するためのものでございます。その後、実際に

採取の場合は３泊４日で入院しまして、その後退院して、二、三週間後に健康

診断が１日あります。これらを合計しますと、健康診断等の通院は時間的には

丸一日ではございませんが、入院・通院に要する日数は８日間となります。 
 日本骨髄バンクから支給される費用につきましては、入院・通院に要する交

通費の実費と入院時の支度金として 5,000円が支給されます。 
 ドナーに対する万一のときの傷害保険につきましては、骨髄移植を受ける患

者さんが負担することになっておりますので、ドナーの負担はございません。 
西村委員 
 ただそこが問題でして、最近、ボランティア休暇を構えるようになった企業

があると聞いていますが、ごく一部です。学生がアルバイトをしていれば、８

日間ぐらいはアルバイト行けないわけです。主婦の方だと８日間ぐらい家事が

できないかもしれないという、いろいろな問題があると思うんです。 
 一部の市町村では、ドナー登録者に助成金を支給していると伺っております。

また、埼玉県では、今年度から市町村が行う助成金支給に対して、ドナーとし

て提供してくださるとなったときに、県が補助をしていると伺っているんです

が、そうした助成金制度の状況について、把握している範囲で結構ですのでお

聞かせください。 
保健予防課長 
 まず、埼玉県の助成金制度でございますが、ドナー登録者が実際に骨髄を提

供する段階になった場合に、仕事を休んで入院や通院をする必要があることか

ら、休業補償制度としまして助成金を支給することにより、ドナー登録や骨髄

提供しやすい環境を整備するという目的であると伺ってございます。 
 実際の仕組みといたしましては、市町村が骨髄提供者に対し、１日２万円の

助成金を支給した場合に、その所要額の半分の１万円を市町村に補助するとい

うものでありまして、７日間を上限とすると伺っております。事業開始は今年

度、この４月からと聞いていまして、現在、埼玉県内 63市町村のうち 57市町
村が助成金制度を導入しているというところでございます。 
 都道府県で助成金制度があるのは埼玉県だけですが、この他、個別の市町村

が独自で助成金制度を設けております。16府県の中の 31市町が独自の助成金
制度を設けていると承知しております。 
西村委員 
 埼玉県が２分の１を支給すると決定したとたんに、一気に埼玉県内の市町村

が給付金制度を進められたと承知しているんですけれども、この助成金制度が

あると、自分が適合者だと言われたときにちゅうちょすることも少なくなるで

しょうし、あるいはドナー登録をしていく上でも増加という効果があるのでは

ないかと考えるんですが、こうした助成金を本県でも導入することについての



所見を伺いたいと思います。 
保健予防課長 
 実際の骨髄提供に関しまして、休業補償的な意味の助成金制度があれば、有

給休暇制度のない自営業者や、非正規労働者の方などが積極的にドナー登録す

る気になるといった、一定の効果は当然あるものと考えてございます。ただ、

そもそもドナー登録が進まない要因が、休業補償がないことなのかというのは、

今のところデータ的な裏付けはございません。日本骨髄バンクにおいてもそう

した分析がなされているわけではございません。 
 埼玉県でも、今年度から事業を開始したばかりですので、助成金の導入が登

録者数の増加にどのぐらい効果があるのか、今はまだ確認できない状況でござ

います。実際に、今年度に入ってからの埼玉県のドナー登録者数は横ばいにな

っている状況です。 
 このような状況に加えまして、本県の厳しい財政状況を考慮しますと、こう

した助成金制度を現時点で導入することは極めて難しいのではないかと考えて

おります。今後、先行自治体の事業実績や登録者数の推移などについて情報収

集を行いまして、助成金の必要性や費用対効果についてしっかりと精査、検証

した上で判断すべき課題であると現時点では考えございます。 
西村委員 
 実際に、先ほどお話をしたルフロンでの説明員の方が、こういう制度がある

んですとお話をしてくださいました。こういう制度があったら、もっと自分た

ちは説得がしやすいんだけれどもという話をされておりました。学生さんだっ

たんだそうですが、アルバイトを８日も休むのはきついので駄目ですと言われ

てしまったということでした。それから非正規以外の方でも、こういう補償が

ない方にということを、ある意味主婦であったり学生さんであったり、非正規

雇用の方の方が８日間という時間をとりやすいのではないのかということも、

これは想像でものを言って申し訳ありませんが、しかもその上で、その間の生

活というものが補償されるのであれば、これはドナー登録というよりもむしろ

ドナー適合になったときに手を挙げていいという判断につながるのではないか

と思います。登録者数を増やすのは、あくまでもドナー適合者に手を挙げてい

ただいて、１人でも多くの患者さんが寛解をしてくださる、治っていただくと

いうことですから、そういう意味から、出口戦略というのは変な言い方かもし

れませんが、配慮が必要ではないかと思います。 
 ドナー登録を推進していくためにも、そしてドナー提供に手を挙げていただ

くためにも、継続的な普及啓発活動だけではなくて、あらゆる面からの積極的

な対策が必要であって、今申し上げた休業補償とも言えるような助成金制度と

いうのは、県の財政負担を伴うのは十分承知をしておりますが、重要な取組の

一つであると考えます。今後、先行自治体の取組状況の把握に努めて、その効

果を検証して、本県での助成金制度導入に向け深く検討してくださいますよう

要望いたしまして、私の質問を終わります。 


