
都道府県名

対策名 事業名 事業内容 国庫補助の有無
23年度予算
額（千円）

24年度予算
額（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

MRI導入による「がん検査」
技術向上対策

大学にMRIを導入し、県内の医療現場
に従事する診療放射線技師等の撮像
技術の向上を図る。

無 0 147,000 ・県

（２）治療の初期段階
からの緩和ケアの実
施

がん診療従事医師緩和ケア
研修

がん診療に携わる全ての医師を対象
に研修会を実施。（群馬県医師会委
託）

都道府県がん対策推進
事業

（厚生労働省健康局）
928 928

・県
・県医師会
（委託）

がん分野における質の高い
看護師育成事業

がん患者に対する看護ケアの充実を図
るために、臨床実践能力の高い専門的
な看護師を育成する。

専門分野における質の
高い看護師育成事業
（厚生労働省医政局）

3,812 3,621
・県

・群馬大学
（委託）

がん疼痛緩和ケア研修
医療用麻薬使用促進研修会を実施す
る。

無 269 324 ・県

がんセンターリニアック増設
工事

リニアックの更新のため、リニアック治
療専用棟を増築する。

無 0 132,000 ・県

がんセンター緩和ケア病棟
整備

緩和ケア病棟の整備に向けた調査等 無 14,917 89,000 ・県

在宅緩和ケア地域連携事業
地域診療所等との在宅緩和ケア地域
連携体制の構築

がん診療連携拠点病院
機能強化事業

（厚生労働省健康局）
2,000 ・県

平成２４年度における「がん対策」に関する具体的な事業一覧

群馬県



対策名 事業名 事業内容 国庫補助の有無
23年度予算
額（千円）

24年度予算
額（千円）

実施主体

（３）がん登録の推進 群馬県地域がん登録事業 地域がん登録の実施
都道府県がん対策推進

事業
（厚生労働省健康局）

12,998 16,775

・県
・県健康づく
り財団（委
託）

（４）がん予防・早期発
見の推進

がん検診等従事者講習
がん検診に従事する医師等を対象に、
検診技術の向上を図ることを目的とし
た講習会を実施する。

無 2,293 2,293
・県医師会
等（委）

生活習慣病検診等管理指導
協議会運営

市町村等のがん検診の実施状況や検
診機関の精度管理の状況を把握し、専
門的見地からの評価、指導を実施

無 727 608 ・県

がん検診企業連携事業
がん検診の受診率向上のため、県民と
接触の機会の多い民間企業と連携し
普及啓発を図る。

都道府県がん対策推進
事業

（厚生労働省健康局）
5,125 2,016 ・県

女性特有のがん対策推進事
業

マンモグラフィ検診従事者研修会の開
催、２０歳を対象に検診受診キャンペー
ン

がん検診普及啓発事業
（厚生労働省健康局）

2,021 2,302
・県
・県医師会
等（委）

子宮頸がん等ワクチン接種
緊急促進支援

市町村が実施する原則として中１から
高１までの女子に対する子宮頸がん予
防ワクチンの接種事業に対する補助

427,460 321,743
・市町村（補
助）

がんに強いぐんまづくり推進
サポーター事業

がん検診受診の勧奨等のために県民
サポーター制度をつくり、多くの県民へ
のがん対策情報の周知を行う。

無 400 563 ・県

たばこ対策事業
禁煙デーシンポジウムの開催、受動喫
煙防止リーフレットの作成等。

一部
感染症予防事業費等補

助金
（厚生労働省健康局）

1,262 2,497 ・県



対策名 事業名 事業内容 国庫補助の有無
23年度予算
額（千円）

24年度予算
額（千円）

実施主体

未成年たばこ対策事業 未成年者等喫煙防止講習会の実施

一部
感染症予防事業費等補

助金
（厚生労働省健康局）

1,020 1,120 ・県

がん教育推進
教職員等への研修会、児童生徒等へ
の指導のための講師派遣

無 0 660 ・県

がんに強いぐんまづくり推進
事業

がん対策推進条例の周知
都道府県がん対策推進

事業
（厚生労働省健康局）

2,125 630 ・県

がん検診受診率向上対策事
業

市町村が実施する新たながん検診受
診率向上事業に対する補助等

無 0 10,400 ・県

職域がん検診応援

パネルの貸し出しやリーフレットの提供
により、県内の事業所がその従業員に
対して実施する、がん予防・早期発見
の取り組みを支援する。

無 751 0 ・県

（５）がん医療に関す
る相談支援及び情報
提供

がん総合相談支援センター
設置検討事業

がん患者、家族を中心としたピアサ
ポーターの養成

都道府県がん対策推進
事業

（厚生労働省健康局）
527 500 ・県

相談支援・情報提供事業 地域の療養情報群馬版の改訂
都道府県がん対策推進

事業
（厚生労働省健康局）

2,467 1,132 ・県

（６）がん医療水準均
てん化の促進

がん診療連携拠点病院機能
強化事業

地域におけるがん医療の拠点となる病
院の整備

がん診療連携拠点病院
機能強化事業

（厚生労働省健康局）
78,000 72,000

・拠点病院
（補）



対策名 事業名 事業内容 国庫補助の有無
23年度予算
額（千円）

24年度予算
額（千円）

実施主体

がん診療連携推進病院機能
強化事業

がん診療連携拠点病院を補完する病
院の整備

都道府県がん対策推進
事業

（厚生労働省健康局）
20,000 35,000

・県推進病
院（補）

医療施設等施設整備補助事
業

がん診療連携拠点病院の医療施設の
整備

医療提供体制設備整備
事業

（厚生労働省医政局）
0 31,500 ・拠点病院

骨髄移植普及対策 骨髄バンク事業の普及啓発の実施等 無 1,612 1,464 ・県

（７）がんに関する研
究の推進

重粒子線治療推進事業
重粒子線治療の設置委託と治療に係
る費用の利子補給を行う。

無 46,209 2,387 ・県

（８）その他 がん対策推進協議会運営
群馬県のがん対策推進計画を策定す
る。

無 1,387 2733

626,310 883,196

予算額だけでは見えてこない各都道府県独自の特色ある取組の内容を、ご自由にご記載ください。

「がん対策」予算合計

都道府県における取組の詳細について (自由回答)


