
(様式４）

（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 （単位：千円）

事業名 事業内容 国庫補助の有無 21年度予算額 22年度予算額 実施主体

がん診療連携拠点病院機能
強化事業 (1/2)

がん医療従事者研修 がん診療連携拠点病院
機能強化事業 (1/2)

224 904 県(県病院) (補)

都道府県がん対策重点
推進事業 (1/2)

140 〃

224 1,044

（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 21年度予算額 22年度予算額 実施主体

緩和ケア推進事業

①緩和ケア従事者研修 在宅緩和ケア対策推進
事業（厚労省医政局）
(1/2)

444 618 県

都道府県がん対策重点
推進事業 (1/2)

172

②緩和ケア研修会 がん診療連携拠点病院
機能強化事業 (1/2)

2,730 733 県（県病院）(補)

都道府県がん対策重点
推進事業 (1/2)

1,464 〃

③緩和ケア指導者研修等 がん診療連携拠点病院
機能強化事業 (1/2)

70 〃

都道府県がん対策重点
推進事業 (1/2)

910 140 〃

平成22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　　　宮　崎　県

(1)の予算合計　（様式１の(1)の額と一致すること）



④在宅緩和ケア推進連絡協議会 在宅緩和ケア対策推進
事業（厚労省医政局）
(1/2)

690 773 県

都道府県がん対策重点
推進事業 (1/2)

1,914 682 〃

⑤がん診療連携協議会 がん診療連携拠点病院
機能強化事業 (1/2)

15 3 県（県病院）(補)

都道府県がん対策重点
推進事業 (1/2)

12 〃

6,875 4,495

（３）がん登録の推進

事業名 事業内容 国庫補助の有無 21年度予算額 22年度予算額 実施主体

1)がん診療連携拠点病院機
能強化事業 (1/2)

院内がん登録 がん診療連携拠点病院
機能強化事業 (1/2)

4,934 1,793 県（県病院）(補)

都道府県がん対策重点
推進事業 (1/2)

426 3,582 〃

2)院内がん登録強化事業 拠点病院における院内がん登録様式の標準化、地域が
ん登録の導入検討

都道府県がん対策重点
推進事業 (1/2)

621 621 宮崎大学医学部(委)

5,981 5,996

（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 21年度予算額 22年度予算額 実施主体

①がんの予防

1)たばこ対策特別事業 たばこ対策検討会、受動喫煙防止講　習会、防煙キャン
ペーン

健康的な  生活習慣づく
り 重点化事業 (1/2)

1,932 1,904 県・企画公募(委)

(3)の予算合計　（様式１の(3)の額と一致すること）

(2)の予算合計　（様式１の(2)の額と一致すること）



2)県民健康づくり推進対
　策事業

メタボ予防キャンペーン、
　食事バランスガイドの作成

〃　(1/2) 4,110 3,994 委託先(委)

3)肝炎治療費助成事業 医療費助成事業
　緊急肝炎ウィルス検査事業

感染症対策特別促進事業：特
定感染症検査等事業(1/2)

268,411 290,048 県

4)ウイルス性肝炎対策　特別
促進事業

肝炎対策懇話会の運営、
　肝炎診療従事者等研修の実施

肝炎対策懇話会の運営、肝
炎診療従事者等研修の実施
(1/2)

1,396 1,396 県、宮崎大学医学部
(委)

5)成人T細胞白血病母子感染
防止対策事業

キャリア確認検査・保健指導
ATL母子感染防止対策専門部会の運営 －

1,831 1,699 県、県医師会(委)

②がんの早期発見 ②

1)がん検診啓発事業 がん検診の受診率向上 都道府県がん対策重点
推進事業 (1/2)

1,700 791 企画公募(委)

子宮がん受診対策 都道府県がん対策重点
推進事業 (1/2)

2,000 企画公募(委)

2)民間連携によるがん検診受
診率向上事業

がん検診受診促進企業連携事業 がん検診受診促進企業
連携委託

6,000 8,000 企画公募(委)

がん検診受診率向上プロジェクト 〃 委託先(委)

3)がん検診精度管理事業 成人病検診管理指導協議会 成人病検診従事者研修 都道府県がん対策重点
推進事業 (1/2)

3,625 3,656 委託先(委)

4)集団検診推進事業 胃がん検診車整備 40,281 78,779 県

329,286 392,267

（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 21年度予算額 22年度予算額 実施主体

がん相談支援センター強化
対策事業

相談員の雇用、研修 がん診療連携拠点病院
機能強化事業 (1/2)

8,391 2,685 県（県病院）(補)

都道府県がん対策重点
推進事業 (1/2)

282 6,386 〃

8,673 9,071

(4)の予算合計　（様式１の(4)の額と一致すること）

(5)の予算合計　（様式１の(5)の額と一致すること）



（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 21年度予算額 22年度予算額 実施主体

（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 21年度予算額 22年度予算額 実施主体

（８）その他

事業名 事業内容 国庫補助の有無 21年度予算額 22年度予算額 実施主体

宮崎県がん対策推進協議会 宮崎県がん対策推進計画の進捗管理等 都道府県がん対策重点
推進事業 (1/2)

160 160 県

160 160

２２年度「がん対策」予算額

事業名 事業内容 国庫補助の有無 21年度予算額 22年度予算額 実施主体

351,199 413,033

(7)の予算合計　（様式１の(7)の額と一致すること）

(8)の予算合計　（様式１の(8)の額と一致すること）

「がん対策予算」(1)～(8)の合計　（様式１の「がん対策」予算合計と一致すること）

(6)の予算合計　（様式１の(6)の額と一致すること）



（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   宮崎県    

予算額だけでは見えてこない各都道府県独自の特色ある取組の内容を、忌憚なくご記載ください。 

 
 特にありません。 
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