（様式４）

平成２５年度における「健康対策」に関する具体的な事業一覧
都道府県名

対策名

事業名

事業内容

国庫補助の有無

広島県

24年度予算額 25年度予算額
（千円）
（千円）

実施主体

（１）放射線療法及び
化学療法の推進並び
にこれらを専門的に
行う医師等の育成

４基幹病院の高度な放射線治療機能を分担・連携す
る高精度放射線治療センター（仮称）を整備し，より
高度で効果的な放射線治療を県民に提供する。
（Ｈ27年度中に供用開始予定）

無

広島大学に設置した寄附講座により，がん医療にお
放射線治療連携学寄附講座
ける放射線治療を担うスタッフの育成を図るととも
運営事業
に，地域における連携を推進する。

無

高精度放射線治療センター
（仮称）等整備事業

（債務）
3,350,841

330,477 広島県

1,011,904

30,000

30,000 広島県

14,026

14,745 広島県

（２）がんと診断された
時からの緩和ケアの
実施

緩和ケア推進事業

緩和ケアに対する情報提供，患者家族に対する相
都道府県健康対策推進事業
談，医療及び介護施設等への相談と助言，医師等へ
（厚生労働省健康局）
の専門研修を実施する。

施設緩和ケア推進事業

緩和ケアチーム及び緩和ケア病棟の活動実績を把
握し，評価・公表する仕組みを検討する。
緩和ケア関係の認定看護師養成に係る受講費補
助，代替職員の人件費補助を行う。

都道府県健康対策推進事業
（厚生労働省健康局）

0

8,000 広島県

在宅緩和ケア推進事業

病院と在宅医療の相互連携，多職種連携，を円滑に
都道府県健康対策推進事業
進めるための仕組みを検討するとともに，地域を選
（厚生労働省健康局）
定したモデル事業を実施する。

0

15,600 広島県

（３）がん登録の推進

・ がん患者の退院時情報の県内医療機関からの収集・

22,888

･広島県
･広島県医師会
23,035
・放射線影響研
究所

無

4,000

4,000 ・広島県医師会

無

6,560

4,060 広島県

地域がん登録システム推進 解析によるがん患者の実態把握を行う。
都道府県健康対策推進事業
・ 新たながん登録協力医療機関に対するがん登録業務
（厚生労働省健康局）
事業
支援要員の派遣及び実地指導並びにがん登録業務の進
め方などについての研修会の開催を実施する。

腫瘍登録事業

広島県独自の腫瘍登録を推進することで，がん予防及び
適切ながん医療を推進する。

（４）がん予防・早期
発見の推進

禁煙・受動喫煙防止普及啓
発事業

禁煙・受動喫煙防止に関する啓発資料を作成し，個
人への禁煙支援，健康生活応援店（禁煙・分煙施設）
推進に関する普及啓発を行う。

肝疾患コーディネーターの養 市町の保健師・企業の健康管理担当者等に肝炎に
成・活用
対する知識を習得させ，肝炎患者等の適切な治療が
コーディネートできる者を養成する。

産業医研修

産業医を対象に肝炎に関する研修を実施し，職域に
おける衛生教育を通じた肝炎に関する正しい知識の
普及啓発を実施する。

感染症対策特別促進事業
（厚生労働省健康局）

659

842 広島県

感染症対策特別促進事業
（厚生労働省健康局）

0

1,471 広島県

がん検診普及啓発強化事業 がん検診の受診率向上に向け，様々な社会資源の
活用による戦略的な情報発信や企業との連携強化を
都道府県健康対策推進事業
行い，社会全体のうねりを喚起する。
（厚生労働省健康局）

36,638

20,425

・広島県
・民間委託

がん検診個別受診勧奨支援 市町が行う個別受診勧奨への支援や，県・市町協働
事業
事業を実施するとともに，地域のボランティア等の活
都道府県健康対策推進事業
用により，きめ細かな個別受診勧奨を実施する。

14,087

28,045

・地域保健医療
推進機構

（厚生労働省健康局）

職域出前講座推進事業

企業の依頼により，従業員を対象とした出前講座
（内容はがん検診の受診や禁煙等のがん予防の推
進に関すること）を企画し実施する。

都道府県健康対策推進事業
（厚生労働省健康局）

がん対策トータルサポート事
職域におけるがん検診受診率向上などを図るた
業
め，がん対策に積極的な企業を「がん対策トータルサ
ポート企業（仮称）」として評価し，企業内外に向けた 都道府県健康対策推進事業
取り組みを促進する。
（厚生労働省健康局）

がん検診精度管理推進事業 市町が実施するがん検診の実施状況を把握・集計し
た上で，専門家によるがん検診の事業評価を行い，
市町にフィードバックするとともに，精度管理の講習 都道府県健康対策推進事業
（厚生労働省健康局）
会を実施する。

4,933

－

3,941

2,466 ・民間委託

4,234

・広島県
・民間委託

3,941

・地域保健医療
推進機構

がん検診受診実態調査事業 県内の約2,000の医療機関を対象に，平成24年度の
がん検診の受診者数を調査する。
委託業者が調査対象へ調査票を郵送し，回答を集
計・分析する。
がん対策サポートドクター・
がん検診サポート薬剤師実
施事業

都道府県健康対策推進事業
（厚生労働省健康局）

身近なかかりつけ医や薬剤師が，検診の受診勧奨や
がん医療ネットワークへの適切な紹介等を実施
都道府県健康対策推進事業
（厚生労働省健康局）

2,237

3,500 ・民間委託

5,312

・広島県医師会
5,000 ・広島県薬剤師
会

3,400

3,200

（５）がん医療に関す
る相談支援及び情報
提供

がん患者・家族支援事業
患者団体の協力により，がん経験者が患者等の不安や悩
みへの相談に応じる 「がん患者フレンドコール」を開設す
る。
都道府県健康対策推進事業
（厚生労働省健康局）
「広島がんネット」（広島県のがん全般の情報を提供する
ホームページ）を活用し，がん患者・家族や県民に対し，
がんに関する様々な情報を提供する。

広島県ピア・サポート相談員 広島県ピア・サポート相談員（仮称）の効果的な研修
都道府県健康対策推進事業
(仮称)養成事業
プログラムを策定するための検討を行う。
（厚生労働省健康局）

相談支援センター機能強化
支援事業

がん患者等のニーズに沿った相談支援センターの機
能強化を図るため，利用者アンケートを検討する。
都道府県健康対策推進事業
（厚生労働省健康局）

がん患者等就労支援事業

がん患者等が仕事と治療の両立ができるよう，実態
調査等を実施し啓発資料を作成して民間企業等へ取 都道府県健康対策推進事業
（厚生労働省健康局）
組を要請

子どもの頃からのがんに対する理解の促進のため，
子ども向けがん出前講座事 学校等での出前講座の実施に向けた体制・内容等の 都道府県健康対策推進事業
検討を行う。
（厚生労働省健康局）
業

・広島県
・がん患者団体

－

1,170 ・民間委託

－

1,008 広島県

－

6,452

－

1,544 広島県

・広島県
・民間委託

（６）がん医療水準均
てん化の促進

がん医療ネットワークの普及と連携の充実及び医療水準

3,211

・広島県
6,784 ・広島県地域保
健対策協議会

4,800

9,870

広島県地域保
健対策協議会

111,518

112,000

がん診療連携
拠点病院

がん医療ネットワーク機能強 の向上を図るため，がん医療ネットワークに参加する各機 都道府県健康対策推進事業
（厚生労働省健康局）
能別施設調査及びネットワーク説明会の実施並びに乳が
化事業
ん医療従事者等を対象とした研修会，指導等を行う。

がん早期発見体制構築事業

（がんの早期発見体制構築に向けた検討と従事者講
習会・個別指導を実施する）
都道府県健康対策推進事業
（厚生労働省健康局）

がん診療連携拠点病院における，がん診療に従事する医

がん診療連携拠点病院機能
がん診療連携拠点病院機能 師等に対する研修，がん患者・家族等に対する相談支
強化事業
援，がんに関する各種情報の収集・提供等の事業実施す
強化事業
(厚生労働省健康局)

る。

（７）がんに関する研
究の推進

―

―

―

―

―

―

（８）糖尿病の重症
化・合併症の発症予
防対策の推進

―

―

―

―

―

―

（９）その他

がん対策推進計画進行管理 ・がん対策推進協議会を継続設置し，がん対策推進
事業
計画に基づく，がん医療水準の向上や予防から緩和
ケアに至る各種施策の進捗状況の評価と進行管理
を実施する。

「健康対策」予算合計（様式３の「健康対策」予算合計と一致すること）

無

3,119

（債務）
3,350,841
1,283,233

1,846 広島県

643,715

平成25年度「がん対策」に関する具体的な事業一覧（調整後数値）
がん政策情報センター事務局作成
〔広島県〕
がん対策に関する具体的な事業一覧の資料が都道府県によって作成の仕方が異なるため、一部の調整を行った参考資料を作成いたしました。
○47都道府県のがん対策予算のデータは、合計額の横比較やランキング化のためではなく、好事例や現況の把握のために掲載しております。
○都道府県によって「がん対策」とする範囲などが異なりますので、ご注意のうえご覧ください。
○下記に、事務局において、一定の範囲の調整済数値を作成いたしましたので、こちらもご参考になさってください。ただし、これも下記にある調整1～4の範囲
に限定したものに過ぎず、完全な調整ではありませんので、ご留意なさってください。
○調整項目が、他の項目と合わせた額として計上されている場合は、調整項目以外の相当額も一緒に引かれることになります。
○使途によって、都道府県庁作成の元資料と、この参考資料の両方をご活用なさってください。
○調整の引き算をした際に、四捨五入の関係などで、合計額がわずかにずれる場合がありますので、ご了承ください。
対策名

事業名

●都道府県庁記入の元資料の合計額

事業内容

国庫補助の有無

24年度予算 25年度予算
実施主体
額（千円） 額（千円）
（債務）
3,350,841
643,715
1,283,233

◎調整１：がん対策以外の事業を除外（糖尿病対策など）
調整対象なし
●調整１後の合計額

（債務）
3,350,841
1,283,233

◎調整2：大型のハード予算を除外（建設費、高額機器整備費など）
（１）放射線療法及 高精度放射線治療センター ４基幹病院の高度な放射線治療機能を分担・連携 無
（債務）
び化学療法の推進 （仮称）等整備事業
する高精度放射線治療センター（仮称）を整備し，
3,350,841
並びにこれらを専門
より高度で効果的な放射線治療を県民に提供す
1,011,904
的に行う医師等の
る。
育成
（Ｈ27年度中に供用開始予定）
●調整１、2後の合計額
271,329
◎調整3：肝炎対策の検査費・治療費助成、子宮頸がんワクチン接種費、がん検診費などを除外（別記された普及啓発費などは対象外）
調整対象なし
●調整1、2、3後の合計額
271,329
◎調整4：その他、他の都道府県にない例外的で金額が大きな項目を除外
調整対象なし
●調整1、2、3、4後の合計額
271,329

643,715
330,477 広島県

313,238

313,238

313,238

参考：広島県人口 282.4万人（2011年，出典：人口動態統計）

