
（様式４）

都道府県名 東京都

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

（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

拠点病院ﾈｯﾄﾜｰｸ･研修計画事業

がん診療連携拠点病院及び東京都がん拠
点病院による、がん医療従事者に対する研
修を計画的に実施するため、がん診療連
携協議会・研修部会の開催経費の補助を
行う。

無 1,387 1,261
都道府県拠点病院への補
助

（２）がんと診断された
時からの緩和ケアの推
進

ア　緩和ケア医師研修事業

イ　緩和ケア推進事業

ウ　在宅緩和ケア支援事業

エ　緩和ケア病棟施設設備
整備費補助事業

ア　がん診療連携拠点病院が実施する医
師緩和ケア研修会経費の補助を行う。

イ　二次医療圏内の緩和ケアの連携体制・
支援体制の構築を図る。

ウ　地域における在宅療養患者等に対する
相談・支援、在宅緩和ケア等の普及啓発を
行う拠点として、在宅緩和ケア支援セン
ターを設置する。

エ　民間病院等が行う緩和ケア病棟の整
備事業に対して補助を行う。

ア　　無

イ　　無

ウ　　都道府県健康対策推
進事業1/2
（厚生労働省健康局）

エ　　無

ア　27,565

イ　3,431

ウ　7,151

　エ　3,996

ア　25,545

イ　0

ウ　0

エ　33,529

ア　拠点病院への補助

イ　拠点病院への補助

ウ　(東京新宿メディカルセン
ター)

エ　医療機関への補助

（３）がん登録の推進 がん登録推進事業

院内がん登録推進のため「院内がん登録
室」において、データ収集から医療機関の
支援までを行う。

都道府県健康対策推進事業
(厚生労働省健康局）

5,123 5,177

都立駒込病院に委託

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



がん予防・検診受診率向上
事業

・乳がん：乳がん月間におけるキャンペー
ン、都庁舎ライトアップ
・大腸がん：検診普及啓発イベント
・子宮頸がん：キャンペーン企画・実施、コ
ンビニレジ広告の掲出、無関心層への普及
啓発
・主婦層向け：フリーペーパーの作成・配
布、女性の健康週間におけるキャンペー
ン、レシート裏の広告の掲出
・職域：がん対策に取り組む団体について、
東京都が協力団体として認定、団体におけ
る取組を促す

都道府県健康対策推進事業
（厚生労働省健康局）

51,549 47,964
都
※一部委託あり

（４）がん予防・早期発
見の推進



がん検診認知度向上事業
・がん検診の認知度向上に向け、20代から
30代の無関心層に対し普及啓発を行い、
検診受診への意識醸成を図る

都道府県健康対策推進事業
（厚生労働省健康局）

0 20,000
都
※一部委託あり

・区市町村がん検診事業担当者連絡会
・精度管理のための技術的指針改定
・がん検診精度管理評価事業
・がん検診受託機関講習会

都道府県健康対策推進事業
（厚生労働省健康局）

・マンモグラフィ読影医師等養成研修
がん検診従事者研修事業
（厚生労働省健康局）

健康診査管理指導
・東京都生活習慣病検診管理指導協議会
・生活習慣病検診従事者講習会

都道府県健康対策推進事業
（厚生労働省健康局）

6,070 5,971
都
※一部委託あり

がん検診対象人口率調査

　都民全体のがん検診受診状況を調査し、
区市町村が行う検診の対象者の割合を把
握することで、健康増進法に基づくがん検
診を効果的・効率的に推進する。

都道府県健康対策推進事業
（厚生労働省健康局）

0 10,889
都
※一部委託あり

地域がん登録事業

・地域がん登録事業運営委員会の開催
・普及啓発リーフレットの増刷
・地域がん登録説明会の開催
・地域がん登録実務者研修会の開催
・地域がん登録室の運営

なし 43,630 46,687
都
※一部委託あり

（４）がん予防・早期発
見の推進

（４）がん予防・早期発
見の推進

検診実施体制の整備 18,818 18,539
都
※一部委託あり



（５）がん医療に関する
相談支援及び情報提
供

ア　がん診療連携拠点病院
機能強化事業

東京都認定がん診療病院機
能強化事業

イ　休日夜間がん相談支援
事業

ウ　がん患者療養支援事業

エ　がん患者就労等普及啓
発事業

オ　がんポータルサイトの運
営

ア　がん診療連携拠点病院及び東京都が
ん拠点病院として果たすべき役割につい
て、その機能強化に必要な経費の補助を
行う。

イ　相談支援センターにおいて休日・ 夜間
におけるがんの相談支援を実施

ウ　がん体験者等との連携による相談支援
事業(ピアカウンセリング）を実施

エ　がん患者及び事業主等を対象として、
がん患者の就労等に関する調査を実施す
ることにより、がん患者の治療と就労の両
立に当たっての現状と課題を把握し、正し
い知識の普及等につなげていく。

 オ　「東京都がんポータルサイト」を開設
し、患者・家族の医療機関の選択や療養上
の悩みの解決、都民のがんに対する理解
の促進に役立つよう、がんに関する各種の
情報を集約し、分かり易い形で提供する。

ア　がん診療連携拠点病院
機能強化事業１/２（厚生労
働省健康局）
　　 無

イ　無

ウ　無

エ　無

オ　無

ア　392,480

　 　88,000

イ　（拠点）
6,454

(都拠点）
0

ウ　621

エ　29,945

オ　4,961

ア　383,560

77,000

イ　(拠点)
5,004

(都拠点)
0

ウ　565

エ　8,224

オ　4,777

ア　拠点病院への補助

　　都拠点病院への補助

イ　拠点病院への補助

　　都拠点病院への補助

ウ　拠点病院への補助

エ　都

オ　都

（６）がん医療水準均て
ん化の促進

がん診療施設施設･設備整
備費補助事業

がん診療連携拠点病院、東京都認定がん
診療病院及び公的病院に対し、良質なが
ん医療の提供のための施設整備及び設備
整備に必要な経費の補助を行う。

【施設】
 がん診療施設施設整備事
業0.33 (厚生労働省医政局)
【設備】
 がん診療施設設備整備事
業1/3 (厚生労働省医政局)

79,413 149,328 医療機関への補助



（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

ア　東京都がん対策推進協
議会

イ　地域がん診療連携推進
事業

ウ　東京都小児がん診療連
携推進事業

エ　がん患者在宅移行支援
事業

ア　東京都がん対策推進協議会に、東京
都がん対策推進計画を踏まえた、都におけ
る総合的ながん対策事業の取組に向けた
助言、意見等を求める。

イ　地域がん診療連携拠点病院を中心に、
地域の関係機関により構成される地域が
ん診療連携協議会を開催①地域の医療資
源の把握②在宅療養支援機能の確保③地
域連携クリティカルパスの普及等、がん診
療に係る関係施設のネットワークづくり等を
進めていく。

ウ　都内の小児がん診療に携わる医療機
関による診療連携体制として「東京都小児
がん診療連携ネットワーク」を構築し、総合
的な小児がん患者・家族に対する支援体
制を整備する。ネットワークにおいては、東
京都小児がん診療連携協議会を設置する
などし、参画する医療機関相互の診療連携
のための取組み等を行う。

エ　がん診療連携拠点病院等で初期治療
を終えたがん患者を受け入れ、治療を継続
しながら退院を支援する「がん患者在宅移
行支援病院（仮称）」を試行的に創設し、そ
の要件を満たす病院に委託し、患者や家
族が安心できる医療連携等を実施するとと
もに、その取組みを検証する。

ア　無

イ　無

ウ　都道府県健康対策推進
事業(厚生労働省健康局）

ア　1,037

イ　4,922

ウ　24,967

エ　22,000

ア390

イ 5,458

ウ 12,211

エ　22,000

ア　都

イ　拠点病院への補助

ウ  都立小児総合医療セン
ターへの委託

エ  医療機関への委託

823,520 884,079「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）


