
（様式４）

都道府県名

対策名 事業名 事業内容 国庫補助の有無
26年度予算
額（千円）

27年度予算
額（千円）

実施主体

がん診療連携拠点病院機能
強化事業

地域におけるがん医療の拠点となる病
院の整備

がん診療連携拠点病院
機能強化事業

（厚生労働省健康局）
74,850 74,088

拠点病院
（補）

がん診療連携推進病院機能
強化事業

がん診療連携拠点病院を補完する病
院の整備

都道府県健康対策推進
事業

（厚生労働省健康局）
35,994 36,036

県推進病院
（補）

がん診療従事医師緩和ケア
研修

がん診療に携わる全ての医師を対象
に緩和ケア研修会を実施（群馬県医師
会委託）

都道府県健康対策推進
事業

（厚生労働省健康局）
669 682

県
県医師会
（委託）

看護師向け緩和ケア研修 ELNEC-Jの開催 無 1,162 1,162

県
緩和医療研究

会

（委託）

がん分野における質の高い
看護師育成事業

がん患者に対する看護ケアの充実を図
るために、臨床実践能力の高い専門的
な看護師を育成する。

専門分野における質の
高い看護師育成事業
（厚生労働省医政局）

2,646 2,379
県

群馬大学
（委託）

がん疼痛緩和ケア研修
医療用麻薬の適正使用に関する研修
会等を開催する。

無 11,645 151 県

（３）がん登録の推進 群馬県地域がん登録事業
地域がん登録の実施
全国がん登録の準備

都道府県健康対策推進
事業

（厚生労働省健康局）
12,302 12,420

県
県健康づく
り財団（委
託）

群馬県

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

（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

（２）がんと診断された
時からの緩和ケアの
実施



対策名 事業名 事業内容 国庫補助の有無
26年度予算
額（千円）

27年度予算
額（千円）

実施主体

女性特有のがん対策推進

若年女性を対象とした子宮頸がん予防
講演会等の開催・乳がん及び子宮頸が
ん検診啓発、マンモグラフィ従事者講
習会

（一部）都道府県健康対
策推進事業

（厚生労働省健康局）
2,323 4,127

県
県医師会等
（委託）

たばこ対策事業
・禁煙施設認定、受動喫煙防止研修会
の開催、世界禁煙デー普及啓発

（一部）健康的な生活習
慣づくり重点化事業
（厚生労働省健康局）

1,198 1,416 県

未成年たばこ対策事業 未成年者等喫煙防止講習会の開催
（一部）健康的な生活習
慣づくり重点化事業
（厚生労働省健康局）

670 705 県

がん教育推進
教職員及び児童生徒等研修会の開
催・講師派遣、協議会の運営

がん教育総合支援事業 381 509 県

がんに強いぐんまづくり推進 ・がん対策全般の周知、がん教育啓発
（一部）都道府県健康対

策推進事業
（厚生労働省健康局）

3,150 802 県

がん検診受診率向上対策事
業

がんに強いぐんまづくり推進サポー
ター養成、がん対策県民大会、受診率
向上研修会

（一部）都道府県健康対
策推進事業

（厚生労働省健康局）
2,734 1,193 県

がん検診等従事者講習
がん検診に従事する医師等を対象に、
検診技術の向上を図ることを目的とし
た講習会を実施する。

無 2,360 2,412 県

生活習慣病検診等管理指導
協議会運営

市町村等のがん検診の実施状況や検
診機関の精度管理の状況を把握し、専
門的見地からの評価、指導を実施す
る。

無 910 892 県

（４）がん予防・早期発
見の推進



対策名 事業名 事業内容 国庫補助の有無
26年度予算
額（千円）

27年度予算
額（千円）

実施主体

ピアサポーター養成・派遣
ピアサポーター養成フォローアップ研修
会開催、ピアサポーター派遣

（一部）都道府県健康対
策推進事業

（厚生労働省健康局）
1,396 1,352

県
県健康づく
り財団（委
託）

相談支援・情報提供
地域の療養情報群馬版の改定・増刷、
がん患者団体作品展の開催

（一部）都道府県健康対
策推進事業

（厚生労働省健康局）
1,827 1,924 県

相談支援・情報提供
がん患者の就労に関する相談・情報提
供

がん診療連携拠点病院
機能強化事業

（厚生労働省健康局）
798 467 県

相談支援・情報提供
がん患者の在宅療養を支援する医療
機関（病院・診療所、薬局、訪問看護ス
テーション、介護施設等）の調査

無 257 257 県

がん診療連携拠点病院機能
強化事業

地域におけるがん医療の拠点となる病
院の整備

がん診療連携拠点病院
機能強化事業

（厚生労働省健康局）

【再掲】
74,052

【再掲】
74,088

拠点病院
（補）

がん診療連携推進病院機能
強化事業

がん診療連携拠点病院を補完する病
院の整備

都道府県健康対策推進
事業

（厚生労働省健康局）

【再掲】
35,994

【再掲】
36,036

県推進病院
（補）

医療施設等施設整備補助事
業

がん診療連携拠点病院の医療施設の
整備

医療提供体制設備整備
事業

（厚生労働省医政局）
118,274 142,412

拠点病院等
（補）

（７）がんに関する研
究の推進

重粒子線治療推進事業
重粒子線治療に係る費用の利子補
給、重粒子治療運営委員会の開催

無 2,193 1,950 県

（５）がん医療に関す
る相談支援及び情報
提供

（６）がん医療水準均
てん化の促進



対策名 事業名 事業内容 国庫補助の有無
26年度予算
額（千円）

27年度予算
額（千円）

実施主体

糖尿病予防対策推進

糖尿病予防の普及啓発及び慢性腎臓病予
防対策（慢性腎臓病対策推進協議会、保健
医療従事者向け研修、一般向け公開講座、
ＣＫＤ連携体制構築のための検討）

慢性腎臓病（ＣＫＤ）特
別対策事業

（厚生労働省健康局）
1,249 1,292 県

特定健診・保健指導推進

糖尿病等の生活習慣病の発症予防の
ため、予備群であるメタボリックシンド
ロームの方への保健指導に従事する
人材育成のための研修を実施

無 1,063 1,095 県

（９）その他
群馬県がん対策推進協議会
運営

「群馬県がん対策推進計画」の進捗管
理等

無 2,866 2,900 県

282,917 292,623「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）

（８）糖尿病の重症化・
合併症の発症予防対
策の推進


