
 

 

（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  愛媛県            

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 

放射線療法、化学療法等の専門的な医

療従事者数は少なく、人材養成を図る

必要がある。 

がん診療連携拠点病院が行う、医師

や看護師等医療従事者を養成するた

めの研修事業等に助成する。 

(30,000千円) 

30,000千円 

（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 

がん診療連携拠点病院の緩和ケアチー

ムの資質向上を図るとともに、拠点病

院及び地域の医療従事者の理解を深め

る必要がある。 

緩和ケア推進センターを設置し、研

修の企画・運営、診療支援を行うと

ともに、緩和ケア研修を実施する。 

(2,528千円) 

2,528千円 

  ② 在宅療養・緩和ケアの充実 

在宅においても緩和ケアが実施される

ようかかりつけ医を中心とした緩和ケ

アの提供を図る必要がある。 

同上 ※(2)①に含む 

（３）がん登録の推進 
地域がん登録の推進及び登録精度の 
向上を図る。 

各がん診療連携拠点病院の院内がん

登録と連携することにより、精度の

向上を図る。 

（358千円) 
258千円 

   

 

 



 

 

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 

（４）がん予防・早期発見の推進 
 
  ① がんの予防 

喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及
び生活環境が健康に及ぼす影響に関する
啓発及び知識の普及を行う。 

がん予防に効果のある栄養・食生活、
たばこ（喫煙）、運動等をテーマに
研修会を開催し、県民の健康づくり
を支援する人材の育成を図る。 

( 498千円) 
 232千円 

  ② がんの早期発見 
   

ピンクリボンえひめ協議会の活動をと
おして、がん啓発活動を行う。 

ピンクリボンえひめ協議会事業への
企画提案や関係機関との連携・調整
を行うｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを配置する。 

（ 538千円） 
3,248千円 

地域におけるがん対策を推進するた
め、がん対策推進員の育成を行う。 

がん予防知識等を普及啓発するがん
対策推進員養成研修会を開催し、が
ん対策推進員を養成する。 

21年度ゼロ予算 

がんの早期発見に資するよう、がん検診
の質の向上等を図るとともに、がん検査
の受診率向上に資するよう、がん検査に
関する普及啓発を行う。 

愛媛県生活習慣病予防協議会にて市町
が実施するがん検診の精度管理等を行
い、受診率向上に向けて関係機関と連
携して啓発を行う。 

( 696千円) 
 696千円 

（５）がん医療に関する相談支援及び  
情報提供 

がん患者やその家族の視点に立って、
必要な情報の提供や相談支援体制の充
実を図る必要がある。 

がん診療連携拠点病院が行う、相談
支援活動、情報提供環境の整備など
に対して助成する。 

※(1)に含む 

相談ニーズに的確に対応するため、
患者・家族によるがん相談支援につ
いて、人材等を養成し、ピア・サポ
ート体制整備を促進する。 

(    0千円) 
1,629千円 

（６）がん医療水準均てん化の促進 
がん医療水準の向上を図り、地域に必
要な医療機能の整備を図る必要がある
。 

がん診療連携拠点病院が行う、医師
や看護師等医療従事者を養成するた
めの研修事業等に助成する。 

※(1)に含む 

がんの分野における臨床実践能力の
高い看護師の育成強化を図るため、
実務研修を行う。 

(3,818千円) 
4,007千円 

（７）がんに関する研究の推進    

（８）その他 

県がん対策推進計画に基づき、がん対
策を県民の視点に立って総合的に推進
する必要がある。 

県がん対策推進協議会を設置し、進
捗状況、推進方策等を協議する。 

(193千円) 
193千円 

良質かつ適切な医療を提供する体制の
確保を図る。 

がんの診断、治療を行う病院の設備
整備事業に対して助成する。 

(2,835千円) 
   0千円 

「がん対策」予算合計 
(41,464千円) 
42,791千円 



 

 

（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  愛媛県        

（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 予算の性質 20年度予算額 21年度予算額 実施主体 

がん医療体制整備事業

費補助金 

がん診療連携拠点病院の研修事業等に対して助

成する 

がん診療連携拠

点病院機能強化

事業 1/2 
30,000千円 30,000千円 

がん診療連携

拠点病院 

 

（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 予算の性質 20年度予算額 21年度予算額 実施主体 

緩和ケア普及推進事業 

緩和ケア推進センターを設置し、緩和ケアに係る

研修の企画・運営、緩和ケアに関する地域の医療

機関・医療従事者への診療支援を行うとともに、

緩和ケアに関する研修を実施する。（県拠点病院

である四国がんセンターに委託） 

都道府県がん

対策重点推進

事業 1/2 

2,528千円 2,528千円 
四国がんセン

ターに委託 

 

（３）がん登録の推進 

事業名 事業内容 予算の性質 20年度予算額 21年度予算額 実施主体 

地域がん登録推進事業 
がん対策を効果的に推進するため、がんの発生状

況や治療状況等を登録し、罹患率、受療状況、生

存率等の集計及び解析を行う。 

県単独 358千円 258千円 
四国がんセン

ターに委託 

 



 

 

（４）がん予防・早期発見の推進 

事業名 事業内容 予算の性質 20年度予算額 21年度予算額 実施主体 

県民健康づくり運動推

進事業費 

がん予防に効果のある栄養・食生活、たばこ（喫

煙）、運動等をテーマに研修会を開催し、県民の

健康づくりを支援する人材の育成を図る。 

県単独 498千円 232千円 県が直接実施 

乳がん予防啓発イベン

ト等コーディネート事

業 

ピンクリボンえひめ協議会の活動を広め県民運

動として定着を図るため、協議会への事業の企画

提案やイベント実施に際して関係機関との連携

・調整を行うコーディネーターを配置する。 

ふるさと雇

用再生特別

交付金 

538千円 3,248千円 団体に委託 

愛媛県がん対策推進員

養成事業 

がん予防知識等を普及啓発することにより、県民

が生涯を通じてがん予防に取り組む機運を高め、

がん検診受診率向上、がんによる死亡者数の減少

につなげることを目的とし、がん対策推進員を設

置する。 

ゼロ予算 － ゼロ予算 県が直接実施 

生活習慣病予防推進指

導事業費 

生活習慣病対策を推進するため、生活習慣病予防

協議会を設置し、健康増進法に基づく健康診査及

びがん検診の精度管理等を行うとともに、一次予

防に重点を置いた生活習慣病対策について検討

する。 

県単独 696千円 696千円 県が直接実施 

   

（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 予算の性質 20年度予算額 21年度予算額 実施主体 

がん医療体制整備事業

費補助金 

がん診療連携拠点病院のがん相談支援事業、情報

提供事業等に対して助成する 

がん診療連携拠

点病院機能強化

事業 1/2 
※(1)に含む ※(1)に含む 

がん診療連携

拠点病院 

ピア・サポート体制整

備促進事業 

相談ニーズに的確に対応するため、患者・家族に

よるがん相談支援について、人材等を養成し、ピ

ア・サポート体制整備を促進する。 

都道府県がん

対策重点推進

事業 1/2 

0千円 1,629千円 
NPO法人愛媛が

んサポートおれ

んじの会に委託 



 

 

 

（６）がん医療水準均てん化の促進 

事業名 事業内容 予算の性質 20年度予算額 21年度予算額 実施主体 

看護師専門分野育成強

化推進事業 

がんの分野における臨床実践能力の高い看護師

の育成強化を図るため、実務研修を行う。 

専門分野におけ

る臨床実践能力

の高い看護師の

育成強化事業 

10/10 

3,818千円 4,007千円 
四国がんセンター

に委託（一部は県

が直接実施） 

 

（７）がんに関する研究の推進   

事業名 事業内容 予算の性質 20年度予算額 21年度予算額 実施主体 

      

 

（８）その他 

事業名 事業内容 予算の性質 20年度予算額 21年度予算額 実施主体 

愛媛県がん対策推進協

議会の設置及び運営 

県がん対策推進協議会を設置し、進捗状況、推進

方策等を協議する。 
県単独 193千円 193千円 県が直接実施 

がん診療施設設備整備

事業 

病院が行う病変組織の良性・悪性の診断や病気の

進行度の病理検査に使用する自動染色装置の設

備整備に対して助成する。 

医療提供体制設

備整備事業(医

療提供体制推進

事業費補助金) 

1/3 

2,835千円 － 
松山赤十字病

院 

      「がん対策」予算合計  41,464千円 42,791千円  

 


