
課名　　がん・生活習慣病対策課　

（事業名） （事業費） 財源内訳

がんに負けない戦略的がん対策推進事業費（新規） ３７，０００ 千円 （繰入金１０／１０）
【未来への挑戦重点枠事業】

　科学的根拠に基づく検証を踏まえた上で、より効果的な施策を進めていくため、弘前大学に寄附講座を開設して、行政機関であ
る県と、研究機関である弘前大学が密接に連携し、地域レベルのがんの疫学研究やがん予防等に取組む市町村等の人材育成を行う
ものである。
　なお、このような寄附講座は全国的に実施しているところはなく、本県において全国に先駆けて実施する。
○寄附講座での研究例
　(1) がんの予防分野
　　・部位別がん罹患率の地域差と当該地域の生活習慣の関連分析
　　・ウィルス感染によるがんの罹患率の地域差の分析
　　・市町村のがん予防・健康づくり施策と当該地域のがん罹患率の関連分析
　　・検診受診により早期発見となった割合（がん検診の効果測定）
　(2) 人材育成
　　・市町村担当者等の勉強会の開催      等

１　事業目的
　本県は、平均寿命が男女とも全国最下位、がんの75歳未満年齢調整死亡率も全国に比べて高くなっており、その改善が大きな課
題となっている。
　また、がんは全死亡数の約1/3を占め、かつ、今後もがん患者が増えていくことが予想される中で、本県の平均寿命延伸のために
は、がん対策は非常に重要な方策のひとつであり、その施策構築に当たっては、精度の高いがん情報及び本県の生活習慣、受療行
動に基づくがんの分析・研究や情報発信機能等の確立が必要である。
　このことから、今般、大幅に精度向上した地域がん登録データを活用した、本県のがんの正確な実態把握や分析、県民の生活習
慣等を含めた課題に応じた、科学的根拠（エビデンス）に基づく検証を踏まえたがん対策が展開できる体制を構築するものであ
る。

２　事業内容
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がんに負けない戦略的がん対策推進事業費             
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【現状と課題 】 【事業内容 】 【事業成果 】 

◆課題 

 本県オーダーメイドの戦略
的がん対策を実現するため、
科学的根拠に基づく実態把
握と分析・評価が必要 

○地域がん疫学研究・分析体制の構築 

◆地域がん疫学研究寄附講座の開設（弘前大学）  
 がんの研究・分析手法の確立により、科学的根拠に基づく、よ

り効果的な施策を構築するため、弘前大学医学部社会医学講

座に地域がん疫学研究に係る寄附講座を開設する。 
 
・事業期間：平成25年度～平成26年度 
 
＜寄附講座の概要＞  
・本県のがんの罹患率、部位別生存率、早期発見率、がん検診

受診率、生活習慣に係る各指標を分析し、相互の相関関係や、

がん死亡率への寄与度を解析・評価する。 

・がん予防や健康づくりに取り組む市町村等の人材を育成する。  

○  的を絞った戦略的な 
  がん対策の実現 
○  がんに関する県民の 
  ヘルスリテラシー 
  （健康教養）の向上 

がんの年齢調整死亡率の 
減少 

研究内容例 

○がんの予防分野 

・部位別がん罹患率の地域差と当該地域の生活習慣の関連分析 

・ウィルス感染によるがんの罹患率の地域差の分析 

・市町村のがん予防・健康づくり施策と当該地域のがん罹患率の関連分析 

・検診受診により早期発見となった割合（がん検診の効果測定） 
 
○人材育成 

・市町村担当者等の勉強会の開催 

がん死亡率改善に最も有効
な対策の把握 

平均寿命の延伸 

 科学的根拠に基づく 

 県民の行動変容 

 ・生活習慣の改善 

 ・検診受診率の向上 等  

＜現状＞ 
・平均寿命 
 男女とも全国ワースト１位 
  （平成17年）  男76.27  女84.80 
 
 
・がんの年齢調整死亡率（ 75歳未満・人口10万対） 

 男性では全国ワースト1位（女性では5位）  
  （平成23年） 男135.1 女66.3 
 

○本県の死亡率が高い原因に対する効
果的な予防対策のためのさらなる現状
分析が必要 
  
○平成22年度から、現状分析の基礎と

なる地域がん登録データの質的・量的
精度の充実に取組み、今般大幅に精度
が向上   
 ・DCO率（がん登録の精度指標） 

  40～50％で推移 

  → H24（H21データ）：5.1％ 

がんと闘う・がんに負けない
青 森 県     

「本県では、どの地域で、どのがんに、ど
んな対策をとるのが最も有効か」を判明
させる研究・解析 



（単位：千円）

課　　　名 事 業 費 説　　　　　　　　　　　　　明

がん・生活
習慣病対策
課

12,476 　がん患者団体等の活動の支援、診療所等でのがん
診療状況等実態調査、がん登録の推進、医療従事者
等の育成等に要する経費
１　がん患者団体等活性化支援事業費　　　2,061
２　がん罹患状況等緊急調査研究事業費　　2,298
３　院内がん登録促進強化事業費　　　　　4,809
４　がん医療従事者等育成促進事業費　　　3,308

37,000 　科学的根拠に基づく検証を踏まえたがん対策を展
開できる体制を構築するため、弘前大学において地
域レベルのがんの疫学研究やがん予防等に取組む市
町村等の人材育成を行う寄附講座を開設するのに要
する経費

56,000 　がん診療連携拠点病院に求められる相談支援、地
域医療機関に対する研修及び院内の人材養成等の実
施に対する支援等に要する経費
１　がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 36,000
　　補助金交付先　八戸市立市民病院、十和田市立
　　　　　　　　　中央病院、三沢市立三沢病院、
　　　　　　　　　むつ総合病院
　　補　 助　 率　定額（国1/2、県1/2）
２　がん診療連携拠点病院機能強化事業費負担金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000
　　負担金交付先　県立中央病院

2,000 　在宅緩和ケアの地域連携体制を構築するための二
次医療圏内で在宅療養支援が可能な医療機関リスト
の作成や医師等に対する専門的な研修を行うのに要
する経費に対する負担金
　　負担金交付先　　県立中央病院

5,438 　がんに関する正しい知識を広く県民に普及するた
めのがん医療機能情報、がん相談事例等を情報発信
する「青森県がん情報サービス」の運営に要する経
費
　○コンテンツ
　　がん医療機能情報検索、がん相談の事例集、が
　ん患者の体験、がん患者団体情報、県の取組と各
　種統計、各種イベント情報等

2,024 　喫煙による健康影響を受けないための環境整備、
効果的な禁煙治療を実践できる人材育成及びCOPDに
関する普及啓発等に要する経費
　○事業概要
　　空気クリーン施設認証制度の推進、未成年者の
　喫煙防止対策検討会、禁煙治療医療機関従事者研
　修会、COPDに関する研修会

7,503 　本県のがん対策を推進するために必要ながん罹患
状況等に関する情報の収集・解析に要する経費

計　 上　 の　 主　 な　 も　 の

事　　　業　　　名

が
ん
対
策

１　がん対策に係
　る体制強化促進
　事業費

２　がんに負けな
　い戦略的がん対
　策推進事業費
　　　　（新規）

４　在宅緩和ケア
　地域連携事業費
　負担金

５　がん情報提供
　システム運営事
　業費

６　喫煙対策推進
　事業費

７　青森県がん罹
　患等調査事業費

３　がん診療連携
　拠点病院機能強
　化事業費
　（電源三法交付
　金活用事業）



（単位：千円）

課　　　名 事 業 費 説　　　　　　　　　　　　　明事　　　業　　　名

がん・生活
習慣病対策
課

が
ん
対
策

6,027 　原子燃料サイクル事業と県民の健康との関連性を
検討するための県内の医療機関を対象とした小児が
ん等に関する調査に要する経費

肝
炎
対
策

200,168 　ウイルス性肝炎の治療の効果的な推進を図るため
の３剤併用療法を含むインターフェロン・核酸アナ
ログ製剤治療等に対する医療費助成、緊急肝炎検査
の実施及び肝炎対策協議会の開催に要する経費

9,021 　糖尿病などの生活習慣病対策の強化に向けた地域
の健康課題等の分析や病院・診療所間の連携推進、
管理栄養士等の療養指導体制づくり、健康知識等の
普及啓発、特定健診・特定保健指導やがん検診の受
診率向上対策等に要する経費
１　健康教養普及定着事業費　　　　　　　4,571
２　糖尿病地域診断機能強化推進事業費　　1,116
３　糖尿病疾病管理強化対策事業費　　　　2,380
４　健診・検診受診率等向上推進事業費（新規）
　　(高齢福祉保険課所管） 　　　　　 　　 954

2,719 　早世の減少と健康寿命の延伸を目標とした県民健
康づくり運動「健康あおもり２１」（第２次）の推
進に要する経費

10,275 　「健康あおもり２１」（第２次）の着実な推進に
向け、県民が主体的に健康づくりに取組む気運を醸
成するため、県民大会の開催、血圧コントロールの
普及啓発及び若年者の食生活の調査分析等を行うの
に要する経費
１　健康あおもり２１ステップアップ県民大会開催
　事業費　　　　　　　　　　　　　　　　2,900
２　高血圧予防活動支援事業費　　　　　　4,222
３　若年者の食生活改善モデル事業費　　　3,153

57,515 　健康増進法に基づき市町村が行う健康増進事業に
要する経費に対する補助
　補 　助 　率　2/3（国1/3、県1/3、国10/10）

1,600 　生活習慣病が健康に及ぼす影響についての正しい
知識の普及・啓発を図るための講座の開催に要する
経費に対する補助
　補助金交付先　青森県医師会、青森県県歯科医師
　　　　　　　　会、青森県薬剤師会、青森県栄養
　　　　　　　　士会
　補   助   率　1/2

5,000 　８０２０（ハチマルニイマル）運動の積極的な普
及啓発及び在宅歯科医療の推進に要する経費
　○事業概要
　　障害児者歯科保健支援体制強化、成人歯科検診
　充実強化、口腔ケア及び口腔機能向上推進、在宅
　歯科医療連携室整備等

こどもみら
い課

母
子
保
健
対
策

4,367 低出生体重児の減少に向け、妊娠前の良好な生活習
慣について広く普及啓発するとともに、妊婦の受動
喫煙防止のため、イベントによる周知や禁煙補助剤
を活用した禁煙指導等を行うのに要する経費

14　健康啓発等事
　業費補助

ママとパパの健や
か生活習慣サポー
ト事業費

８　青森県小児が
　ん等がん調査事
　業費

９　肝炎特別対策
　事業費

健
康
づ
く
り
対
策

11　健康あおもり
　２１推進事業費

13　健康増進保健
　事業費補助

10　糖尿病対策を
　切り口としたヘ
　ルスリテラシー
　定着事業費

12　健康あおもり
　２１ステップ
　アップ県民運動
　推進事業費
　　　　（新規）

15　８０２０運動
　推進事業費


