
  （様式１） 

平成２１年度における「がん対策」に関する都道府県の取組 

 

 

 

                                                                          都道府県名 静岡県 

 

１ 平成２１年度において、都道府県として、「がん対策」をどのように推進していくのか。 

 

対     策     名 

 

課         題 

 

具体的な対応 

21年度予算額 

上段（  ）に 

20年度予算額 

 （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 

・スタッフの充実・技術向上 

・放射線治療部門及び外来化学療法部門の 

設置 

      千円 

がん専門多職種レジデント育成 
5,500 

（5,500） 

がん診療連携拠点病院機能強化事業 
204,000 

（92,000） 

静岡県がん診療連携推進病院機能強化

事業 

77,000 

（31,500） 

陽子線治療に係る民間ローン利子補給 
499 

（775） 

 （２）治療の初期段階からの緩和ケア 

   の実施 

   ① 治療の初期段階からの緩和ケ 

    ア及び専門的な緩和ケアの推進 

・病病連携及び病診連携の推進 

・緩和ケアを実施できる医療従事者の育成 

・地域連携クリティカルパスの導入 

がん診療連携拠点病院機能強化事業 

（再掲） 

204,000 

（92,000） 

静岡県地域がん診療連携推進病院機能

強化事業（再掲） 

77,000 

（31,500） 

緩和ケア医師研修事業 
0 

（1,500） 

   ② 在宅療養・緩和ケアの充実 ・ 訪問看護ステーションを活用した在宅 

緩和ケアの充実 在宅ホスピスケア看護師等研修 
1,150 

（1,280） 



 

 

対     策     名 

 

課         題 

 

具体的な対応 

21年度予算額 

上段（  ）に 

20年度予算額 

 （３）がん登録の推進 ・地域がん登録の導入 がん診療連携拠点病院機能強化事業 

（再掲） 

204,000 

（92,000） 

静岡県地域がん診療連携推進病院機能

強化事業（再掲） 

77,000 

（31,500） 

院内がん登録分析評価事業 
2,640 

（0） 

 （４）がん予防・早期発見の推進 

 

   ① がんの予防 

・ 喫煙率の減少 

・ 食習慣の改善 

・がんに関する普及啓発 

がん予防対策推進事業 
7,510 

(8,305) 

健康教育資材の開発 
3,922 

（5,343） 

がん検診に対する県民意識調査 
0 

（3,000） 

がん検診受診率向上キャンペーン事業 
0 

（3,000） 

がん検診実施体制強化モデル事業 
0 

（5,763） 

   ② がんの早期発見 ・ がん検診の受診率向上 

・ 精度管理体制の整備 

・医療関係者の資質向上 

がん検診受診率向上対策事業 
18,000 

（0） 

がん検診従事者講習会 
6,853 

（7,257） 

医療従事者研修 
3,919 

（4,453） 

 

 

 

 



 

対     策     名 

 

課         題  

具体的な対応 

21年度予算額 

上段（  ）に 

20年度予算額 

 （５）がん医療に関する相談支援及び 

   情報提供 

・院外相談の実施 

・相談員の資質向上 

・インターネットにおける情報提供の充実 

出張よろず相談 
775 

（881） 

患者・家族向け学習会 
1,381 

（1,915） 

がん情報サービス 
381 

（433） 

相談支援促進事業 
4,500 

（4,500） 

がん診療連携拠点病院機能強化事業 

（再掲） 

204,000 

（92,000） 

静岡県地域がん診療連携推進病院機能

強化事業（再掲） 

77,000 

（31,500） 

がん相談支援センター整備事業 
5,226 

（3,484） 

 （６）がん医療水準均てん化の促進 ・がん診療連携拠点病院等間の情報共有 

・病病連携及び病診連携の推進 

地域関係機関がん対策ネットワーク推

進 

892 

（1,014） 

がん診療連携拠点病院機能強化事業 

（再掲） 

204,000 

（92,000） 

静岡県地域がん診療連携推進病院機能

強化事業（再掲） 

77,000 

（31,500） 

 （７）がんに関する研究の推進 ・静岡県立がんセンターを中心とした産官 

学が連携した研究の推進 

・最先端の情報の入手 

静岡がん会議の開催 11,120 

（10,340） 

 

 

 「がん対策」予算合計（様式２の「がん対策」予算合計と一致すること） 

         千円 

355,268 

（192,243） 

 



（様式２） 
 

平成２１年度における「がん対策」に関する具体的な事業一覧 

 

                                                                          都道府県名 静岡県 

 

（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 

事業名 事業内容 国庫補助の有無 20年度予算額 21年度予算額 実施主体 

           千円       千円  

がん専門多職種レジデン 

ト育成 

① 専門的ながん医療の推進に必要な看護師、 

薬剤師、各種技師など多職種にわたる医療 

従事者を育成 

（研修期間２年間、15人程度） 

② 多職種がん専門レジデントや県内のがん 

診療連携拠点病院の医療従事者などを対象 

とした講義（臨床腫瘍学コース）を併催 

（週１回、年間 30回程度） 

都道府県がん対策重点 

推進事業 

（厚生労働省健康局） 

5,500 5,500 

委託先 

（県立静岡 

がんセンター） 

がん診療連携拠点病院機 

能強化事業 

・がん診療連携拠点病院機能強化事業実施要 

綱に定められている事業の実施 

（県拠点１病院、地域拠点９病院） 

がん診療連携拠点病院 

機能強化事業 

（厚生労働省健康局） 

92,000 204,000 補助先 

静岡県地域がん診療連携 

推進病院機能強化事業 

・がん診療連携拠点病院機能強化事業実施要 

綱に準じた事業の実施（8病院） 

都道府県がん対策重点 

推進事業 

（厚生労働省健康局） 

31,500 77,000 補助先 

陽子線治療に係る民間ロ 

ーン利子補給制度 

・陽子線治療費は高額であるため、金融機関 

で陽子線治療のための資金を借りる際に発 

生する利子に対し助成 

無 775 499 

委託先 

（県立静岡 

がんセンター） 



（２）治療の初期段階からの緩和ケアの実施 

事業名 事業内容 国庫補助の有無 20年度予算額 21年度予算額 実施主体 

           千円       千円  

がん診療連携拠点病院機 

能強化事業（再掲） 

・がん診療連携拠点病院機能強化事業実施要 

綱に定められている事業の実施 

（県拠点１病院、地域拠点９病院） 

がん診療連携拠点病院 

機能強化事業 

（厚生労働省健康局） 

92,000 204,000 補助先 

静岡県地域がん診療連携 

推進病院機能強化事業 

（再掲） 

・がん診療連携拠点病院機能強化事業実施要 

綱に準じた事業の実施（8病院） 

都道府県がん対策重点 

推進事業 

（厚生労働省健康局） 

31,500 77,000 補助先 

在宅ホスピスケア看護師 

等研修 

・訪問看護推進事業実施要綱に基づく研修の 

実施 

在宅ホスピスケア研修

事業（厚生労働省医政局） 
1,280 1,150 

委託先 

（静岡県訪問 

看護ステーシ 

ョン協議会） 

 

（３）がん登録の推進 

 

事業名 事業内容 国庫補助の有無 20年度予算額 21年度予算額 実施主体 

           千円       千円  

がん診療連携拠点病院機 

能強化事業（再掲） 

・がん診療連携拠点病院機能強化事業実施要 

綱に定められている事業の実施 

（県拠点１病院、地域拠点９病院） 

がん診療連携拠点病院 

機能強化事業 

（厚生労働省健康局） 

92,000 204,000 補助先 

静岡県地域がん診療連携 

推進病院機能強化事業 

（再掲） 

・がん診療連携拠点病院機能強化事業実施要 

綱に準じた事業の実施（8病院） 

都道府県がん対策重点 

推進事業 

（厚生労働省健康局） 

31,500 77,000 補助先 

院内がん登録分析評価 

事業 

がん診療連携拠点病院及び静岡県地域がん診 

療連携推進病院で行われている院内がん登録 

の情報を収集を行い、がんの罹患率やがん患 

者の受療動向等を分析、評価 

都道府県がん対策重点 

推進事業 

（厚生労働省健康局） 

0 2,640 
県 

委託先（未定） 



（４）がん予防・早期発見の推進 

事業名 事業内容 国庫補助の有無 20年度予算額 21年度予算額 実施主体 

          千円        千円  

がん予防対策推進事業 

女性のがんに対する正しい知識の普及 

(1)がん検診対策委員会の開催 

(2)がん予防講演会の開催 

(3)がん検診普及啓発事業 

  ①シンポジウム・街頭キャンペーンの開催 

  ②乳がん自己検診法普及指導 

女性の健康支援対策 

事業委託費 

（厚生労働省健康局） 

8,305 7,510 

委託先 

（静岡県対 

がん協会） 

がん検診受診率向上対策 

事業 

顧客対応窓口等、がん検診の受診対象者に接す

る機会を持つ企業と連携して受診促進活動（キ

ャンペーン）を実施 

がん検診受診促進企業 

連携委託事業 

（厚生労働省健康局） 

0 18,000 県 

健康教育資材の開発 

①がん予防、早期発見のための健康教育教材 

の作成・配布 

・子供向けがん予防生活習慣づくりのための 

教材の配付（対象 … 小学校低学年） 

・喫煙防止の健康教育教材（下敷）の配布 

  （対象 … 小学校５年生） 

②がん自己触診の普及啓発のため自己触診モ 

デルの貸出 

都道府県がん対策重点 

推進事業 

（厚生労働省健康局） 

5,343 3,922 

委託先 

（県立静岡 

がんセンター） 

医療従事者研修 

① がん予防教育指導者研修 

がん予防教育に従事する保健師等を対象 

にがんに関する（医療・看護等）最新知識 

やがん検診に関する精度管理等について、 

専門的な知識と技術習得のための研修を 

実施 

② がん専門看護研修 

看護師を対象にがん看護の質の向上を目 

 指した研修会を実施 

（例  疼痛ケア、告知の問題等） 

 

無 4,453  3,919 

委託先 

（県立静岡 

がんセンター） 



 

事業名 事業内容 国庫補助の有無 20年度予算額 21年度予算額 実施主体 

          千円        千円  

がん検診従事者講習会 

乳がんマンモグラフィ検診従事者養成講習会 

対象：乳がんマンモグラフィ検診に従事す 

る医師及び放射線技師 

内容：乳がんマンモグラフィ検診の撮影・ 

読影法、機器の精度管理 

(年１回、医師及び放射線技師各 50人 

程度) 

マンモグラフィ検診 

従事者研修事業 

（厚生労働省健康局） 

3,178 3,178 

委託先 

（県立静岡 

がんセンター） 

乳がんマンモグラフィ検診従事者養成事前 

講習会 

対象：乳がんマンモグラフィ検診に従事す 

る医師及び放射線技師 

内容：乳がんマンモグラフィ検診の撮影・ 

読影法、機器の精度管理 

(年１回、医師及び放射線技師各 50 人

程度) 

無 695 626 

委託先 

（静岡県放射 

線技師会） 

胃がん検診エックス線撮影従事者講習会 

対象：胃がん検診Ｘ線撮影に従事する放射 

線技師 

内容：良いＸ線写真の撮り方、現像技術、 

放射線被爆等(年４回、50人程度) 

無 656 591 

委託先 

（静岡県放射 

線技師会） 

子宮がん検診細胞診従事者講習会 

対象：子宮がん検診細胞診検査に従事する 

細胞検査士等 

内容：細胞診の実際、染色技術、精度管理 

の実際等 (年４回、70人程度) 

無 723 651 

委託先 

（日本臨床細 

胞学会静岡県 

支部） 

 



 

事業名 事業内容 国庫補助の有無 20年度予算額 21年度予算額 実施主体 

          千円        千円  

がん検診従事者講習会 

肺がん検診細胞診従事者講習会 

対象：肺がん検診喀痰細胞診検査に従事す 

る細胞検査士等 

内容：染色技術、細胞診の実際、検体の処 

理等(年４回、70人程度) 

無 723 651 

委託先 

（日本臨床細 

胞学会静岡県 

支部） 

がん検診医師研修会 

対象：がん検診に従事する医師 

内容：毎年度、主要５大がんの２つの部位 

に関する検診をテーマとする。  

(年２回、100 人程度) 

無 884 796 

委託先 

（静岡県 

医師会） 

肺がん検診エックス線撮影従事者講習会 

対象：肺がん検診Ｘ線撮影に従事する医師 

及び放射線技師 

内容：肺がんの診断、症例から学ぶ胸部Ｘ 

線写真の撮影方法等  

(年１回、100 人程度) 

無 398 360 

委託先 

（静岡県対 

がん協会） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

（５）がん医療に関する相談支援及び情報提供 

事業名 事業内容 国庫補助の有無 20年度予算額 21年度予算額 実施主体 

           千円       千円  

出張よろず相談 

・地域に出向き、患者・家族からのがんに関 

するあらゆる相談に対応するための相談会 

を実施（医師、ＰＳＷ、看護師等） 

医療圏単位   各１回計８回程度 

無 881 775 

委託先 

（県立静岡 

がんセンター） 

患者・家族向け学習会 

・患者・家族に対し、がんの部位別に予防及 

び症状緩和のための療養支援等の講座の開 

催及びがんの知識に関する普及啓発 

無 1,915 1,381 

委託先 

（県立静岡 

がんセンター） 

がん情報サービス 

・公開講演会の内容を編集し、映像教材を製 

作及び映像教材は健康教育教材として県

民・市町等に貸出 

無 433 381 

委託先 

（県立静岡 

がんセンター） 

がん診療連携拠点病院機 

能強化事業（再掲） 

・がん診療連携拠点病院機能強化事業実施要 

綱に定められている事業の実施 

（県拠点１病院、地域拠点９病院） 

がん診療連携拠点病院 

機能強化事業 

（厚生労働省健康局） 

92,000 204,000 補助先 

静岡県地域がん診療連携 

推進病院機能強化事業 

（再掲） 

・がん診療連携拠点病院機能強化事業実施要 

綱に準じた事業の実施（8病院） 

都道府県がん対策重点 

推進事業 

（厚生労働省健康局） 

 

31,500 
77,000 補助先 

がん相談支援センター機 

能強化事業 

・がん診療連携拠点病院又は静岡県地域がん 

診療連携推進病院が整備されていない医療 

圏に、がん相談支援センターを整備し、 

がん医療の相談・支援を実施 

都道府県がん対策重点 

推進事業 

（厚生労働省健康局） 

3,484 5,226 補助先 

相談支援促進事業 

・県内医療機関の相談支援センターの相談員 

等を対象として、県立静岡がんセンターが 

実施している「がんよろず相談」において 

蓄積した相談支援に対するノウハウの研修 

会を開催 

都道府県がん対策重点 

推進事業 

（厚生労働省健康局） 

4,500 4,500 

委託先 

（県立静岡 

がんセンター） 



 

（６）がん医療水準均てん化の促進 

事業名 事業内容 国庫補助の有無 20年度予算額 21年度予算額 実施主体 

           千円       千円  

地域関係機関がん対策ネ 

ットワークの推進 

・県、市町、病院等の関係各機関からなるメ 

ーリングリストによる情報交換及び情報提 

供 

無 1,014 892 

委託先 

（県立静岡 

がんセンター） 

がん診療連携拠点病院機 

能強化事業（再掲） 

・がん診療連携拠点病院機能強化事業実施要 

綱に定められている事業の実施 

（県拠点１病院、地域拠点９病院） 

がん診療連携拠点病院 

機能強化事業 

（厚生労働省健康局） 

92,000 204,000 補助先 

静岡県地域がん診療連携 

推進病院機能強化事業 

（再掲） 

・がん診療連携拠点病院機能強化事業実施要 

綱に準じた事業の実施 

（8 病院） 

都道府県がん対策重点 

推進事業 

（厚生労働省健康局） 

31,500 77,000 補助先 

 

 

 

（７）がんに関する研究の推進   

 事業名 事業内容 国庫補助の有無 20年度予算額 21年度予算額 実施主体  

          千円        千円  

静岡がん会議の開催 

・がんセンターの臨床研究のレベル向上を図 

るとともに、がん対策の中核施設として、 

臨床研究及び関連事業の成果を関係者に 

情報発信することで、本県のがん治療の発 

展に寄与するため、国内外の研究者、学識 

経験者等を招聘し、静岡がん会議を開催 

無 10,340 11,120 

委託先 

（県立静岡 

がんセンター） 

   

 

 



 

（８）その他 

事業名 事業内容 国庫補助の有無 20年度予算額 21年度予算額 実施主体 

がん検診に対する県民意 

識調査 

対象：一般県民（約 3,000 人） 

方法：調査員による街頭での聞き取り調査等 

内容：がん検診受診状況、受診のきっかけ、 

   未受診理由、がん検診に対する要望等 

がん対策推進特別事業 

（一般事業） 

（厚生労働省健康局） 
3,000 0 － 

がん検診受診率向上キャ 

ンペーン事業 

特定のがん及び対象年齢層におけるがん検

診受診率の向上を目指し、各種キャンペーン事

業を展開する。 

 ①街頭キャンペーン 

 ②普及啓発（ポスター、ちらし、グッズ） 

がん対策推進特別事業 

（一般事業） 

（厚生労働省健康局） 
3,000 0 － 

がん検診実施体制強化モ 

デル事業 

対象：市町、検診機関等 

方法：郵送調査。調査結果は、県のホームペー

ジに公表 

内容：実施体制、受診率、要精検受診率、が 

   ん発見率、対象者把握・周知方法、未 

受診者・要精検者フォロー体制等 

がん検診実施体制強化 

モデル事業 

（厚生労働省健康局） 

5,763 0 － 

緩和ケア医師研修事業 

県内のがん診療に携わるすべての医師が緩 

和ケアの基本的な知識を習得できるように、 

緩和ケア研修を実施し、普及啓発を図る。 

(年１回、各 50人程度) 

がん対策推進特別事業 

（一般事業） 

（厚生労働省健康局） 
1,500 0 － 

 

 「がん対策」予算合計（様式１の「がん対策」予算合計と一致すること） 

        千円 

192,243 

        千円 

355,268 

 

 

 

 

 

 



（自由記載） 

都道府県における取組の詳細について 

 

都道府県名  静岡県 

 

 

 

平成２０年度から静岡県がん対策推進協議会の委員に、新たにがん患者団体から１名を追加し、全２３名中５名ががん患者団体から選出。 

 


