
（様式４）

都道府県名 群馬県

対策名 事業名 事業内容 国庫補助の有無
24年度予算
額（千円）

25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

・がん検査の技術向上（MRIを活用し、
診療放射線技師等の撮像技術の向上
を図る、県民健康科学大学における医
療技術者養成）

無 147,000 58 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
に緩和ケア研修会を実施（群馬県医師
会委託）

都道府県健康対策推進
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）

3,621 3,210
県

群馬大学
（委託）

がん疼痛緩和ケア研修
医療用麻薬の適正使用に関する研修
会等を開催する。

無 324 1,000 県

がんセンターリニアック棟増
築工事及びリニアック更新

リニアック更新及びリニアック治療専用
棟増築

無 132,000 596,000 県

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



がんセンター緩和ケア病棟
整備

緩和ケア病棟整備及び医療機器の購
入

無 89,000 713,000 県

（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
都道府県健康対策推進

事業
（厚生労働省健康局）

13,933 14,438

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

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、指導を実施す
る。

無 608 952 県

がんに強いぐんまづくり推進

・地域住民にがん検診受診勧奨を行う
推進サポーターの養成、民間企業と連
携したがん検診受診率向上施策を実
施等

（一部）都道府県健康対
策推進事業

（厚生労働省健康局）
3,209 2,807

県
県健康づく
り財団（委
託）

女性特有のがん対策推進

若年女性を対象とした子宮頸がん予防
講演会等の開催
・２０歳女性向けの子宮頸がん検診啓
発

（一部）都道府県健康対
策推進事業

（厚生労働省健康局）
2,302 2,301

県
県医師会等
（委託）

たばこ対策事業
・禁煙施設認定、受動喫煙防止研修会
の開催、世界禁煙デー普及啓発

（一部）健康的な生活習
慣づくり重点化事業
（厚生労働省健康局）

2,497 1,353 県

未成年たばこ対策事業 未成年者等喫煙防止講習会の開催
（一部）健康的な生活習
慣づくり重点化事業
（厚生労働省健康局）

1,120 980 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 660 330 県

がん検診受診率向上対策事
業

市町村が実施するがん検診受診率向
上事業に対する補助、口腔がんに関す
る歯科医師等に対する研修事業等へ
の補助等

無 10,400 11,060
県

県歯科医師
会等（委託）

（５）がん医療に関す
る相談支援及び情報
提供

ピアサポーター養成・派遣
ピアサポーター養成研修会開催、ピア
サポーター派遣

（一部）都道府県健康対
策推進事業

（厚生労働省健康局）
500 781

県
県健康づく
り財団（委
託）

相談支援・情報提供
地域の療養情報群馬版の改定・増刷、
がん患者団体作品展の開催

（一部）都道府県健康対
策推進事業

（厚生労働省健康局）
1,132 1,132 県

相談支援・情報提供
がん患者の就労に関する相談・情報提
供

がん診療連携拠点病院
機能強化事業

（厚生労働省健康局）
0 600 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）
74,000 72,000

拠点病院
（補）

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

都道府県健康対策推進
事業

（厚生労働省健康局）
35,000 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）
31,500 25,820

拠点病院等
（補）



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 1,464 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
重粒子線治療に係る費用の利子補給
を行う。

無 2,387 1,941 県

（８）その他 先端医療産業の推進

重粒子線治療施設を中核とした医工連
携推進のため、コーディネーターの設
置やシンポジウムの開催、医療機器の
開発に対する補助を実施

無 0 17,789 県

群馬県がん対策推進協議会
運営

「群馬県がん対策推進計画」の進捗管
理等

無 5,575 3,888 県

561,453 1,511,125「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）



○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。

対策名 事業名 事業内容 国庫補助の有無
24年度予算
額（千円）

25年度予算
額（千円）

実施主体

561,453 1,511,125

調整対象なし
561,453 1,511,125

（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

MRI導入による「がん検査」
技術向上対策

・がん検査の技術向上（MRIを活用し、診療放射線
技師等の撮像技術の向上を図る、県民健康科学
大学における医療技術者養成）

無 147,000 58 県

（２）治療の初期段
階からの緩和ケア
の実施

がんセンターリニアック棟増
築工事及びリニアック更新

リニアック更新及びリニアック治療専用棟増築 無 132,000 596,000 県

（２）治療の初期段
階からの緩和ケア
の実施

がんセンター緩和ケア病棟
整備

緩和ケア病棟整備及び医療機器の購入 無 89,000 713,000 県

（６）がん医療水準
均てん化の促進

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）

31,500 25,820 拠点病院
等（補）

161,953 176,247
◎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
161,953 176,247

調整対象なし
161,953 176,247

参考：群馬県人口　196.6万人（2011年，出典：人口動態統計）

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

〔群馬県〕
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。

○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1、2、3後の合計額
◎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1、2、3、4後の合計額

○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。

●都道府県庁記入の元資料の合計額
◎調整１：がん対策以外の事業を除外（糖尿病対策など）

●調整１後の合計額
◎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）

●調整１、2後の合計額


