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（様式４）

平成２７年度における「健康対策」に関する具体的な事業一覧

都道府県名 秋田県

対策名 事業名 事業内容 国庫補助の有無 26年度予算 27年度予算 実 施 主 体
額（千円） 額（千円）

(1)放射線療 がん医療従事者育成 ・がんに関する看護師等の資格 都道府県健康対策推 5,000 5,000 がん診療を
法及び化学 支援事業 取得を促進するため、代替職 進事業 行う病院
療法の推進 員の雇用、奨学金の交付に要 （厚生労働省健康局)
並びにこれ する経費を補助
らを専門的
に行う医師
等の育成

(2)がんと診 緩和ケア推進事業 ・緩和ケアチームに従事する医 都道府県健康対策 700 700 秋田県緩和
断された時 （緩和ケア実践研修 師等を対象に、緩和ケア病棟 推進事業 ケア研究会
からの緩和 事業） や訪問診療の現場での指導な （厚生労働省健康局） (委)
ケアの実施 ど、実践的な研修を実施

緩和ケア推進事業 ・地域単位で、在宅緩和ケアに 都道府県健康対策 570 322 (一社)秋田
（在宅緩和ケア研修 携わる医師、看護師、薬剤師 推進事業 県医師会
事業） 等に対し専門研修を実施 （厚生労働省健康局） （委）

(3)がん登録 がん登録推進事業 ・がん登録委員会の開催 無 8,310 9,084 (公財)秋田県
の推進 ・がん登録事業の委託 総合保健事

・実務者研修会の開催 業団(委)

(4)がん予防 がん対策推進計画 ・がん対策推進委員会の開催 無 667 916 県
・早期発見 進行管理費 ・がん対策推進計画の進行管理
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たばこ対策推進事 ・受動喫煙に関する講演会の開 たばこ対策促進事業 754 1,016 県
業 催と知識の普及 （厚生労働省健康局）

・禁煙フォーラム、キャンペー
ンの実施

・受動喫煙対策検討会の開催

がん教育事業 ・専門家等による若い世代への 都道府県健康対策 1,385 1,382 県
がん教育モデル授業の実施 推進事業

(厚生労働省健康局）

子宮がん検診助成 ・国の指針（隔年実施）に加え 無 2,337 2,556 市町村
事業 て、20～39歳までの女性に対 （補）

し、子宮がん検診を毎年実施
する市町村に２年に１回分の
検診費用の1/2を補助

検診車等緊急整備 ・検診団体が集団検診で使用す 無 51,840 108,000 県
促進事業 る検診車等の整備、無償貸付

がん検診受診促進助 ・検診団体が土日、祝日に行う 無 3,552 3,456 検診団体
成事業 集団検診について、嘱託医師 （補）

の雇上げ費用や検査技師・看
護師等の時間外勤務手当相
当の一部を補助

がん情報発信事業 ・がん予防から医療に至るまで 道府県健康対策 1,771 1,689 県
の情報を集約した各種啓発の 推進事業
実施 (厚生労働省健康局）

胃がん検診助成事業 ・４０歳、５０歳の全県民に無 無 23,340 20,605 市町村
料クーポン券を送付して胃が （補）
ん検診の受診を勧奨
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多目的コホート研究 ・国立がん研究センターの委託 無 6,103 5,508 県
事業 を受け、生活習慣とがん、脳

卒中等との関係を明らかにす
ることを目的に疫学査を実施

がん検診推進協議会 ・行政、企業、団体等からなる 都道府県健康対策推 469 470 県
開催事業 協議会の開催による、相互 進事業

連携協力体制の構築 (厚生労働省健康局）

コール・リコール ・コール・リコールに係る県民 都道府県健康対策推 2,971 2,172 県
推進事業 への啓発、受診勧奨を行う人 進事業

材に対する実践研修等の実施 (厚生労働省健康局）

女性特有のがん検診 ・医療機関方式による女性特有 都道府県健康対策推 91 0 県
推進事業 のがん検診体制の構築に向け 進事業

た検討会の開催 (厚生労働省健康局）

検診体制適正化事業 ・関係機関による県内の検診体 無 265 0 県
の方向性や課題解決に向けた
検討会の開催

検診受診環境整備事 ・関係機関による県内の検診体 都道府県健康対策推 0 596 県
業 の方向性や課題解決に向けた 進事業

検討会の開催 (厚生労働省健康局）
・医療機関方式による子宮頸が
ん検診体制の構築に向けた検
討会の開催

・精度管理研修会の開催

(5)がん医療 がん患者団体活動支 ・がん患者団体が主体となって 都道府県健康対策 978 905 秋田県がん患
に関する相 援事業 行う、がんサロンの運営と普 重点推進事業 者団体連絡協
談支援及び 及、公開講座の開催、ピアサ （厚生労働省健康局） 議会
情報提供 ポート研修の実施等に要する

経費を補助
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がん相談機能強化事 ・がん患者等の就労支援に関す 無 0 292
業 る調査や就労継続等を支援す

るための研修会を開催する

(6)がん医療 がん診療機能等強化 ・がん医療従事者研修事業、が がん診療連携拠点 63,000 72,000 拠点病院等
水準均てん 事業 ん診療連携拠点病院ネットワ 病院機能強化事業
化の促進 ーク事業、院内がん登録促進 （厚生労働省健康局)

事業、がん相談支援事業、普
及啓発・情報提供事業等

・がん診療連携拠点病院に準ず 都道府県健康対策 27,000 18,000 県指定病院
る医療機能を有する病院の診 重点推進事業
療・連携機能の強化 （厚生労働省健康局)

・がん診療連携拠点病院制度の 無 468 0 県
見直しに対応した、県内のが
ん医療提供体制の検討の実施

・国の新要件に対応した新たな 都道府県健康対策 0 652 県
がん診療体制の周知 重点推進事業

（厚生労働省健康局)

がん診療体制整備促 ・国のがん診療連携拠点病院等 無 0 10,500 一定のがん
進事業 の空白二次医療圏の解消やが 診療実績を

ん相談支援体制の強化を図 有する病院
る 等

(7)がんに関 がん治療に関する調 ・院内がん登録等から得られる 無 14,411 14,411 秋田大学
する研究の 査研究委託事業 診療情報の収集、罹患率等の （委）
推進 がんの実態把握、これらの情

報の分析・評価、がん治療に
関する県への提言等を得る
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(8)糖尿病の － － － － － －
重症化・合
併症の発症
予防対策の
推進

「健康対策」予算合計（様式３の「健康対策」予算合計と一致すること）
215,982 280,232


