
（様式４）

都道府県名 愛媛県

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

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
（厚労省健康局）

60,000 60,000
がん診療連
携拠点病院
（補）

（２）治療の初期段階
からの緩和ケアの実
施

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、在宅
緩和ケアに関する研修を実施する。

都道府県健康対策推進
事業
（厚労省健康局）

3,494 3,494
四国がんセ
ンター（委）

在宅緩和ケア推進モデル事
業

　各地域の医療資源の実態を把握し、
地域の特色を活かした連携を見つけ、
モデル事業として発展させる。

地域医療再生臨時特例
交付金
（厚労省医政局）

52,121 56,406

医療法人聖
愛会（補）、愛
媛県済生会
（補）喜多医
師会（補）

がん緩和ケア病棟整備事業
費

　がん診療連携拠点病院等が行う緩和
ケアの病棟の施設・設備の整備に対し
て補助を行う。

地域医療再生臨時特例
交付金
（厚労省医政局）

52,248 0 -

（３）がん登録の推進 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。

無 690 730
四国がんセ
ンター（委）

（４）がん予防・早期発
見の推進

県民健康づくり運動推進事
業

　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。

無 232 0 -

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



子宮頸がん等ワクチン接種
支援事業

　子宮頸がん予防ワクチン接種事業につい
て、基金を通じて市町に補助を行うととも
に、ワクチンの効果や子宮頸がんの原因・
予防等に関する正しい知識の普及を行う。

無 145,453 0 -

がん対策推進員活動促進事
業（平成24年度：がん対策推
進員養成事業）

　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、がん対策推進員を養成する。また、市
町、企業等との連携のもと、推進員の活動
体制を強化し、推進員による普及啓発活動
の活性化を図る

都道府県健康対策推進
事業　1/2
（厚労省健康局）

555 878 県

がん検診実態把握事業

　これまで把握できていなかった事業
所等におけるがん検診の実態を把握
し、がん対策推進委員会における受診
率向上等の協議に資する。

都道府県健康対策推進
事業　1/2
（厚労省健康局）

2,271 2,084 県

生活習慣病予防推進指導事
業

　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、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。

無 1,116 1,227 県

（５）がん医療に関す
る相談支援及び情報
提供

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
（厚労省健康局）

※(1)に含む ※(1)に含む
がん診療連
携拠点病院
(補)

がん相談・情報提供支援事
業

　がん患者・家族の不安や疑問に適切に対
応し、生活を支援するために相談支援体制
の充実を図るとともに、患者が必要とする
情報の把握等により、患者の立場に立った
支援体制の整備を促進する。

都道府県健康対策推進
事業
（厚労省健康局）

2,070 2,070

NPO法人愛
媛がんサ
ポートおれん
じの会（委）

町なかがん患者サロン運営
事業費

　がん患者団体が実施する、中心市街
地におけるがん患者サロンの設置、運
営事業等に助成する。

地域医療再生臨時特例
交付金（厚労省医政局）

6,290 9,009

NPO法人愛
媛がんサ
ポートおれん
じの会（補）

（６）がん医療水準均
てん化の促進

がん医療体制整備事業費補
助金

　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。

がん診療連携拠点病院
機能強化事業
（厚労省健康局）

※(1)に含む ※(1)に含む
がん診療連
携拠点病院
(補)



緩和ケア普及推進事業

　地域のがん医療を支える医療機関と
拠点病院の連携を図り、在宅で療養を
望む患者を円滑に支援する体制を推
進する。

都道府県がん対策推進
事業
（厚労省健康局）

※(2)に含む ※(2)に含む
四国がんセ
ンター（委）

看護師専門分野（がん）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。

看護職員資質向上推進
事業（厚労省医政局）

2,878 2,878

四国がんセ
ンター（委）
※一部は県
が直接実施

がん医療の地域連携強化事
業

　コーディネーターを配置し、拠点病院等で
の治療計画に応じた治療が終了したがん
患者等に対して、がん患者の意向を踏まえ
た地域医療サービスの紹介等を行う。

都道府県がん対策推進
事業
（厚労省健康局）

14,176 14,176
四国がんセ
ンター（委）

がん患者・家族支援推進事
業

　四国がんセンターが行う、がん患者・家族
への情報提供や交流活動の推進及び地域
の医療機関への支援機能の充実、強化に
向けた取り組み等に助成する。

地域医療再生臨時特例
交付金（厚労省医政局）

71,306 68,182
四国がんセ
ンター（補）

（７）がんに関する研
究の推進

（８）糖尿病の重症化・
合併症の発症予防対
策の推進

（９）その他
愛媛県がん対策推進委員会
及び専門部会の設置、運営

　県がん対策推進委員会及び専門部
会を設置し、施策等の進捗状況、推進
方策等を協議する。

（県単） 1,709 1,704 県

新たな愛媛県がん対策推進
基本計画の策定

　県がん対策推進委員会において協
議、検討を行い、新たに愛媛県がん対
策推進計画を策定する。

（県単） 558 0 -

医療施設設備整備事業費
　地域医療において重要な役割を果た
す医療機関のがん治療にかかる設備
整備事業に対して助成する。

がん診療施設設備整備
事業（厚労省医政局）
地域医療再生臨時特例
交付金（厚労省医政局）

29,420 0 -



がん患者・家族総合支援セ
ンター（仮称）施設整備事業
費

　四国がんセンターが行う、がん対策に
対して総合的な支援等を行う施設の整
備に対し助成する。

地域医療再生臨時特例
交付金（厚労省医政局）

86,096 0 -

532,683 222,838「健康対策」予算合計



○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

532,683 222,838

調整対象なし
532,683 222,838

（２）治療の初期段
階からの緩和ケア
の実施

がん緩和ケア病棟整備事業
費

がん診療連携拠点病院等が行う緩和ケアの病棟
の施設・設備の整備に対して補助を行う。

地域医療再生臨時
特例交付金（厚労省
医政局）

52,248 0 -

（９）その他 医療施設設備整備事業費 地域医療において重要な役割を果たす医療機関
のがん治療にかかる設備整備事業に対して助成
する。

がん診療施設設備整
備事業（厚労省医政
局）地域医療再生臨
時特例交付金（厚労
省医政局）

29,420 0 -

（９）その他 がん患者・家族総合支援セ
ンター（仮称）施設整備事業
費

四国がんセンターが行う、がん対策に対して総合
的な支援等を行う施設の整備に対し助成する。

地域医療再生臨時
特例交付金（厚労省
医政局）

86,096 0 -

364,919 222,838
◎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

子宮頸がん等ワクチン接種
支援事業

子宮頸がん予防ワクチン接種事業について、基金
を通じて市町に補助を行うとともに、ワクチンの効
果や子宮頸がんの原因・予防等に関する正しい知
識の普及を行う。

無 145,453 0 -

219,466 222,838

調整対象なし
219,466 222,838

●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

〔愛媛県〕
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。



参考：愛媛県人口　141.6万人（2011年，出典：人口動態統計）


