
都道府県名　　　　奈良県対策名 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 看護師キャリアアップ支援事業 認定看護師等の資格取得等を支援する病院に対し補助 無 10,000 10,000 県緩和ケアセンター機能強化等事業 都道府県がん診療連携拠点病院の緩和ケアセンターの機能やがん性疼痛の緩和にかかる相談支援・情報提供等の充実に対し補助 がん診療連携拠点病院機能強化事業（国庫１／２）（厚生労働省健康局） - 3,000 がん診療連携拠点病院緩和ケア推進事業 緩和ケアの実施と質の確保を目指し、「患者必携」、「主治医必携ガイド」による県民、医療従事者への緩和ケアの普及啓発 都道府県健康対策推進事業（国庫１／２）（厚生労働省健康局） 1,755 1,064 県在宅緩和ケア地域連携事業 がん診療連携拠点病院が、在宅医療機関リストの作成や在宅療養支援を行う医師等に対し在宅緩和ケアに関する研修会等を行う場合に補助 がん診療連携拠点病院機能強化事業（国庫１／２）（厚生労働省健康局） 2,000 800 がん診療連携拠点病院がん地域連携クリティカルパス普及推進事業 切れ目のないがん医療を提供するために、奈良県版地域連携クリティカルパスの充実と県民等への普及 都道府県健康対策推進事業（国庫１／２）（厚生労働省健康局） 2,690 1,038 県在宅医療連携体制構築事業 在宅医療連携体制構築のための研修、在宅チーム医療の担う人材の育成 医療施設運営費等補助金※一部（国庫10/10）（厚生労働省医政局） － 8,000 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
（２）治療の初期段階からの緩和ケアの実施



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） 実施主体訪問看護推進事業 ターミナルケアやがん性疼痛看護の専門的知識と技術を習得するための研修会の開催 訪問看護推進事業（国庫１／２）（厚生労働省医政局） 204 190 奈良県看護協会（予定）（３）がん登録の推進 地域がん登録推進事業 地域がん登録標準システムによる登録を実施 無 3,909 7,751 県奈良県たばこ対策推進委員会県におけるたばこ対策のあり方を総合的に検討、推進。 疾病対策事業補助金（国費１／２）（厚生労働省生活習慣病対策室） 700 169 県禁煙サポート推進事業 禁煙アドバイザー育成研修会や禁煙支援ツールのＰＲ強化及び普及啓発・キャンペーンの実施 疾病対策事業補助金（国費１／２）（厚生労働省生活習慣病対策室） 859 556 県未成年者たばこゼロ事業 学校と連携した喫煙防止教育の実施及び、未成年喫煙相談窓口の設置 疾病対策事業補助金（国費１／２）（厚生労働省生活習慣病対策室） - 205 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） 実施主体妊産婦禁煙支援事業 産婦禁煙支援指導マニュアルの作成と配布及び、妊産婦禁煙支援研修会の実施 疾病対策事業補助金（国費１／２）（厚生労働省生活習慣病対策室） - 415 県受動喫煙防止対策推進事業 市町村庁舎施設内禁煙推進、職場における禁煙推進に関する研修会の実施及び受動喫煙防止条例の情報収集・研究 疾病対策事業補助金（国費１／２）（厚生労働省生活習慣病対策室） - 255 県健康長寿チャレンジ情報拡充事業健康寿命を延伸するため、生活改善、良質な睡眠、禁煙の普及啓発を実施 無 - 431 県インターネットによる健康長寿情報発信事業奈良県健康長寿応援サイト｢すこやかネット｣の管理運営 無 - 769 県食育推進事業 食育活動をしてる団体、企業、ボランティア等と連携した取組や相互支援、交流、研修会の実施による食育の推進 保健事業費等補助金（国費１／２）（厚生労働省生活習慣病対策室） 3,000 2,774 県食育改善調査研究事業 食育に関するアンケート調査の実施と分析 無 - 600 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｢がん検診を受けよう！｣奈良県民会議推進事業 県民会議に参加する団体が自主的な啓発活動を継続できるよう環境整備や支援を行うとともに、イベントを開催 がん予防対策推進事業費等補助金（国庫１／２）（厚生労働省健康局） - 2,682 県がん検診普及啓発地域連携モデル事業 がん検診の重要性を普及啓発する「がん予防推進員」の養成や職域でのがん検診意識調査を実施 がん予防対策推進事業費等補助金（国庫１／２）（厚生労働省健康局） - 298 県がん検診受診促進企業連携事業 奈良県がん検診応援団と県とが連携した取組を検証、企業の社員等の受診状況の把握や企業間での統一した取組の検討 がん予防対策推進事業費等補助金（国庫１／２）（厚生労働省健康局） 26 24 県子宮頸がん予防に関する普及啓発事業 若い女性対象の子宮頸がん予防啓発リーフレット作成・配布 がん予防対策推進事業費等補助金（国庫１／２）（厚生労働省健康局） 300 196 県奈良県がん対策予防対策推進委員会奈良県がん予防対策推進委員会の精度管理部会と受診率向上部会の開催 がん予防対策推進事業費等補助金（国庫１／２）（厚生労働省健康局） 120 518 県検診精度向上事業 検診従事者講習会の開催市町村・検診期間の精度管理調査の徹底及び改善県内保健所情報交換会の実施 がん予防対策推進事業費等補助金（国庫１／２）（厚生労働省健康局） 456 482 県がん検診個別受診推奨・再勧奨モデル事業 効果的な受診勧奨として個別受診勧奨、際勧奨（コールリコール）をモデル市町村で実施し、受診率向上施策の効果検証を実施 がん予防対策推進事業費等補助金（国庫１／２）（厚生労働省健康局） - 2,000 県肝炎検査事業 検査希望者に対する無料での検査実施（保健所や医療機関委託による検査実施体制の整備） 肝炎検査事業（国庫１／２）（厚生労働省健康局） 699 620 県肝炎医療費公費負担事業 インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療等を必要とする肝炎患者の治療費の一部を公費負担 肝炎検査事業（国庫１／２）（厚生労働省健康局） 365,746 151,010 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） 実施主体肝炎拠点病院整備事業 肝疾患相談支援センターの設置・運営 肝炎検査事業（国庫１／３）（厚生労働省健康局） 2,815 2,821 県HTLV-1検査事業 HTLV-1母子感染予防の徹底及び将来への不安解消のための相談体制を整備 肝炎検査事業（国庫１／２）（厚生労働省健康局） 1,670 520 県石綿ばく露健康リスク調査事業 石綿ばく露可能性のある県民を対象に問診、胸部Ｘ線及びＣＴ検査等を実施 環境保健施策基礎調査委託金（国庫１０／１０）（環境省総合環境政策局） 23,565 35,021 環境省ならのがん対策県民提案事業 がん患者や家族、遺族を支援する団体等から事業提案を募集し、県民目線での活動を推進 無 － 1,500 県ならのがん患者満足度向上事業 県民に対するがんに係る様々な情報の発信、がん患者・家族のニーズに係る実態調査を推進 無 － 6,258 県がん患者支援及び相談・情報提供事業 ピアサポーターの育成、保健所での患者サロンの開催等、がん患者・家族を支援する体制の強化 都道府県健康対策推進事業（国庫１／２）（厚生労働省健康局） 1,342 1,444 県健康・医療情報提供事業 県民の関心が高い健康・医療に関する情報を、健康・医療ポータルサイトによりわかりやすく提供（がん終末期を迎えた患者向けコンテンツの追加） 無 18,766 15,812 県（５）がん医療に関する相談支援及び情報提供



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） 実施主体がん診療連携推進事業 がん診療連携拠点病院の機能強化 がん診療連携拠点病院機能強化事業（国庫１／２）（厚生労働省健康局） 63,000 58,000 がん診療連携拠点病院がん診療施設・設備整備事業 がん診療に携わる医療機関が行うがん診療に係る医療施設及び設備の整備を補助 がん診療施設設備整備事業（国庫１／３）（厚生労働省医政局） 4,200 22,050 がん診療医療機関奈良県地域がん診療連携支援病院補助事業 がん診療連携拠点病院に準ずる診療機能を有する医療機関が行うがん医療従事者に対する研修事業及びがん相談支援事業を補助 無 3,660 2,700 奈良県地域がん診療連携支援病院（７）がんに関する研究の推進 - - - - - -糖尿病診療支援事業 県内の糖尿病診療のデータ把握・分析 無 43,552 40,782 県糖尿病地域連携ヒューマンネットワーク構築事業 医師と医師以外の多様な専門職による糖尿病治療の医療連携による治療の改善 医療施設運営費等補助金（国庫１／２）（厚生労働省医政局） 335 552 県（９）その他 奈良県がん対策推進協議会運営事業 第２期奈良県がん対策推進計画の進捗管理、評価を行うため、協議会、部会を開催 都道府県健康対策推進事業（国庫１／２）（厚生労働省健康局） 2,703 1,095 県558,072 384,402「がん対策」予算合計（様式３の「がん対策」予算合計と一致すること）（８）糖尿病の重症化・合併症の発症予防対策の推進
（６）がん医療水準均てん化の促進



○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

514,185 343,068

調整対象なし
514,185 343,068

（６）がん医療水準
均てん化の促進

がん診療施設・設備整備事
業

がん診療に携わる医療機関が行うがん診療に係る
医療施設及び設備の整備を補助

がん診療施設設備整
備事業（国庫1/3）
（厚生労働省医政
局）

4,200 22,050 がん診療
医療機関

509,985 321,018
◎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）
（４）がん予防・早期
発見の推進

肝炎医療費公費負担事業 インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療
等を必要とする肝炎患者の治療費の一部を公費
負担

肝炎検査事業
（国庫1/2）
（厚生労働省健康
局）

365,746 151,010 県

（４）がん予防・早期
発見の推進

石綿ばく露健康リスク調査
事業

石綿ばく露可能性のある県民を対象に問診、胸部
X線及びCT検査等を実施

環境保健施策基礎
調査委託金
（国庫10/10）
（環境省総合環境政
策局）

23,565 35,021 環境省

120,674 134,987

調整対象なし
120,674 134,987

参考：奈良県人口　138.7万人（2011年，出典：人口動態統計）

●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

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

〔奈良県〕
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。


