
（様式４）

都道府県名 岐阜県

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

がん診療連携拠点病院機能
強化事業

・地域がん診療連携拠点病院の医療
従事者研修事業への補助

がん診療連携拠点病院
機能強化事業
（厚生労働省健康局）

2,304 2,280
がん診療連
携拠点病院
（補助）

がん診療連携拠点病院機能
強化事業

・地域がん診療連携拠点病院実施のプ
ログラムに準拠した医師に対する緩和
ケア研修会への補助

がん診療連携拠点病院
機能強化事業

（厚生労働省健康局）
1,776 1,800

がん診療連
携拠点病院
（補助）

がん診療連携拠点病院地域
連携強化事業（がん看護に
携わる看護師に対するがん
看護研修会）

・がん看護に携わる看護師を対象とし
た資質向上のための研修

都道府県健康対策推進
事業（厚生労働省健康

局）
321 321

（社）岐阜県
看護協会
（委託）

がん診療連携拠点病院地域
連携強化事業（がん在宅緩
和ケア地域連携推進事業）

・がん診療連携拠点病院を中心に、在
宅緩和ケアに向けたケア検討会等を開
催

都道府県健康対策推進
事業（厚生労働省健康

局）
7,700 7,700

がん診療連
携拠点病院
（委託）

がん診療連携拠点病院緩和
ケアセンター整備事業

・がん診療連携拠点病院に緩和ケアセ
ンターを設置するために必要な設備整
備について補助

無
（地域医療介護総合確

保基金）
0 2,100

がん診療連
携拠点病院
（補助）

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

（２）がんと診断された
時からの緩和ケアの

実施



がん在宅緩和ケア推進事業
（がん在宅緩和推進事業）

・モデル的にがん診療連携拠点病院に
コーディネイターを置き、がん診療連携
拠点病院と地域連携体制構築

無
（地域医療再生基金）

10,392 10,392
がん診療連
携拠点病院
（委託）

がん在宅（がん専門看護師
コンサルタント事業）

・がん専門看護師により院内外の看護
師教育と、院内の調整により緩和ケア
の資質向上を図る。

無
（地域医療再生基金）

10,995 10,995
がん診療連
携拠点病院
（委託）

がん在宅緩和ケア推進事業
（がん訪問看護師養成研修
事業）

・訪問看護師に対するがんの在宅緩和
ケアに必要なスキルに関する研修会の
開催

無
（地域医療再生基金）

906 436
（社）岐阜県
看護協会
（委託）

がん在宅緩和ケア推進事業
（がん在宅緩和ケア推進協
議会）

・がん診療連携拠点病院、かかりつけ
医、中核病院、ホスピス、在宅療養支
援診療所等関係機関が課題を共有す
るための協議会を開催

無
（地域医療再生基金）

248 248
がん診療連
携拠点病院
（委託）

がん在宅緩和地域連絡協議
会事業

・がん専門看護師等による協議会を設
置し、研修会、懇話会等の開催

無
（地域医療介護総合確

保基金）
0 4,000

（社）岐阜県
看護協会
（委託）

がん在宅緩和地域連携推進
事業

・緩和ケア病床を有するがん診療連携
拠点病院において、モデル的に緩和ケ
ア病棟と地域医療機関との連携体制を
構築

無
（地域医療介護総合確

保基金）
0 3,464

がん診療連
携拠点病院
（委託）

岐阜県がん登録事業 ・岐阜県民のがん罹患状況、死亡状況
を把握し、保健医療行政の基礎資料と
する

有（一部）
（都道府県健康対策推

進事業）
4,640 4,893 県

（２）がんと診断された
時からの緩和ケアの

実施

（３）がん登録の推進



がん登録促進事業 ・がん登録データ入力補助者を設置し、
岐阜県がん登録システムへのデータ入
力作業を行う

無
1,853 1,936 県

禁煙普及推進事業
・各保健所におけるたばこ対策に関わる地
域・職域・学校等の関係職員への研修、喫
煙者への禁煙支援等

健康的な生活習慣病づ
くり重点化事業

（厚生労働省健康局）
610 405 県

がん情報センター設置事業
・都道府県がん診療連携拠点病院にがん
情報センターを設置し、県民にがん医療に
関する情報提供を実施

無
（新・地域医療再生基

金）
6,500 6,500

がん診療連
携拠点病院
（補助）

岐阜県生活習慣病検診管理審
議会

・岐阜県生活習慣病検診管理指導審議会
において、検診の精度管理を実施

無 310 283 県

がん検診従事者資質向上事業
・がん検診従事者の資質向上のため、肺が
ん、子宮がん検診に従事する細胞検査士
に対する研修を実施

都道府県健康対策推進事
業（厚生労働省健康局）

158 142 県

がん診療連携拠点病院機能強
化事業

・病理医の雇用、研修への補助
がん診療連携拠点病院機

能強化事業
（厚生労働省健康局）

10,332 10,332
がん診療連
携拠点病院
（補助）

（５）がん医療に関す
る相談支援及び情報
提供

がん診療連携拠点病院機能強
化事業

・地域がん診療連携拠点病院のがん相談
支援事業、普及啓発への補助

がん診療連携拠点病院機
能強化事業

（厚生労働省健康局）
19,242 19,242

がん診療連
携拠点病院
（補助）

（４）がん予防・早期発
見の推進

（３）がん登録の推進



がん診療連携拠点病院支援協
議会開催費

・がん診療連携拠点病院支援協議会を開
催し、各拠点病院の機能評価及び支援を
行う

都道府県健康対策推進事
業（厚生労働省健康局）

183 139 県

がん診療連携拠点病院機能強
化事業

・地域がん診療連携拠点病院へ補助し、医
療水準の均てん化をはかる

がん診療連携拠点病院機
能強化事業

（厚生労働省健康局）
756 756

がん診療連
携拠点病院
（補助）

がん診療施設設備整備補助金
・がん診療施設が行う設備及び高額機器の
整備に対し補助

無
（地域医療介護総合確保

基金）
106,056 54,669

７施設
（補助）

（７）がんに関する研
究の推進

糖尿病ネットワーク化事業
・地域における関係者による検討会、研修
会、啓発の実施

無 1,233 1,171 県

生活習慣病医療連携推進事業
・生活習慣病医療連携パスの運用支援
・医療連携体制構築による重症化予防

医療提供体制推進事業
（厚生労働省医政局）

3,234 2,284 県

岐阜県市町村生活習慣病対策
支援事業

・市町村の糖尿病対策の支援、強化 無 486 429 県

（６）がん医療水準均
てん化の促進

（８）糖尿病の重症化・
合併症の発症予防対
策の推進



食育推進連携事業
・食育推進会議、圏域会議の開催
・企業等職場と連携した食育事業

健康的な生活習慣病づく
り重点化事業

（厚生労働省健康局）
3,817 3,441 県

（９）その他
ヘルスプランぎふ２１推進事
業

・岐阜県健康増進計画（ヘルスプランぎ
ふ２１）の推進
・地域職域連携推進事業

地域保健医療等推進事
業

（厚生労働省健康局）
2,216 1,898 県

196,268 152,256「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


