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平成２４年度 第２回 宮城県がん対策推進協議会 会議録 

 

１ 日時：平成２４年１１月２日（金）午後１時から午後３時１０分まで 

２ 場所：宮城県庁行政庁舎９階 第一会議室 

３ 出席委員（五十音順，敬称略）：安藤ひろみ，石岡千加史，大内憲明，太田耕造，西條茂， 

斎藤仁子，佐藤陽二，渋谷大助，菅原よしえ，瀬戸裕一，中山康子，橋本省，久道茂 

 

４ 会議録 

 

司会 

皆様，本日はお忙しい中，御出席いただきまして，大変ありがとうございます。ただ今から，平成

２４年度第２回宮城県がん対策推進協議会を開催いたします。当会議は情報公開条例第１９条の規定

に基づきまして公開とさせていただいております。 

なお，傍聴者の方にお願いいたします。会議中は静粛に傍聴していただき，拍手その他の方法によ

り公然と可否を表明しないようにお願いいたします。 

本日はお手元に配布させていただいております会議次第に従いまして進めさせていただきますが，

ここからの進行につきましては久道会長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

久道会長 

 それでは，議事を始める前に，皆様御承知かと思いますが，宮城県がん対策推進協議会委員であら

れました岡部健先生が９月２７日にお亡くなりになりました。これまで宮城県のがん医療・在宅医療

に多大な貢献をされた先生の死を悼み，黙祷をしたいと思いますので，皆様御起立願います。黙祷。

おなおりください。どうもありがとうございました。 

 では，議事に入ります。（１）第２期宮城県がん対策推進計画（仮称）の中間案について，事務局

から説明をお願いします。 

 

事務局 

 資料２により説明 

 

久道会長 

 中間案を具体的にまとめられたワーキング部会長の大内先生，何か追加することはございますか。 

 

大内委員 

 ただ今，事務局から報告があったとおり，８月６日と１０月２日の２回，この報告書を作成するに

当たって検討いたしました。中身については先程触れられておりますが，あえて私からもう一度，第

１期と第２期でどう違うのかという観点から簡単におさらいさせていただきますが，よろしいでしょ

うか。 

 

久道会長 

 はい。 
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大内部会長 

 ページ立て，目次もそうですが，全体を見て特に強調すべきことは，一つは１１ページと１２ペー

ジのデータです，宮城県のがんの罹患のデータが平成１４年までしかないというのは問題であるとい

うことで，地域がん登録，つまり宮城県新生物レジストリーの進捗状況を確認したところ，間もなく

平成１９年までのデータが上がってくるという情報を得ましたので，１月には最終案に入れるという

ことを条件としてこれを入れました。ですから，最終的には平成１５年から平成１９年のデータが１

１ページ，１２ページに入ってきます。次に，喫煙率について，特に議論がございました。目標があ

ったかと思いますが，２８ページ，２９ページです。皆様御存知のように宮城県は全国的に喫煙率が

高い，ワーストであるということを考えますと，がん体策の基本として予防がございます。次に検診，

次に治療というふうに一次，二次，三次と切り分けた場合に，最も原則的な点は予防ですので，予防

対策としての禁煙対策が少し甘いのではないかという御指摘がございました。それを受けまして，国

の目標であります１２パーセントを下回らないことを検討するにはどうしたらいいかということで考

えたところ，現在の計算式では自発的禁煙希望率で計算しております。そうすると２８ページにあり

ますように宮城県においては４３．１％ですので，これこのまま適用しますと１４．５％ということ

で国の目標値を上回ってしまいますので，これを５０％以上に増加することを目指して，数値を設定

するということにさせていただきました。その結果として，２９ページにありますように１２．７５

という数字になります。そういったことを他の県とは違った形でここに書き込むことになるかと思い

ます。それから，最後の方で触れられましたが，小児がんについて今回新たに加わりましたので，そ

こについては第２回ワーキング部会で宮城県立こども病院副院長の今泉益栄先生にお越しいただきま

して詳しくヒアリングを行いまして，問題点等を抽出いたしました。その結果として，ここに書いて

あるようなことが付記されています。小児がんはまれとは言われますが，確実に小児がんの患者さん

は増えておりますし，問題点として，長期フォローアップ，それから晩期障害ということが浮かび上

がってきております。したがいまして，５１ページの書き方としましては，一番下段のところですが，

問題点を抽出し，いくつか論点を整理しまして，例えば，「小児がん診療環境の充実とともに晩期合

併症の実態把握と軽減の取組が重要」であること，「長期にわたって日常生活や就学・就労に支障を

来すこともあるため，患者の教育や自立と，患者を支える家族に向けた長期フォローアップ体制の構

築が重要」であることに触れていますし，それから次のページにいきまして，社会的な取組が必要で

あることまで書き加えております。一方，小児がん拠点病院を国が整備しようとしているところです

が，確認させていただいたところ，宮城県立こども病院と東北大学病院のどちらか，最終的には東北

大学病院が拠点病院として申請しているということを確認しております。あとは文言の整理としてい

くつかございましたけれども，例えば外科が今回入りましたけれども，第１回協議会でも久道先生か

ら質問されたと思いますが，ただ外科と書くのではなくて，がんを専門とする外科医とか，そういっ

た文言のいくつかの修正を含めて検討しております。それから，５４ページ以降は「がん患者の就労

を含めた社会的な問題」ということで，特にいろいろ配慮しながら記載しているつもりですけれども，

就労関係等についてもここに入れております。５６ページにある「医療機関等に期待される役割」に

つきましては，医師会，歯科医師会，薬剤師会等々の関連団体への確認が必要であることが問題提起

されまして，その点についてワーキング部会に構成メンバーがいないということもありまして，事務

局から各関連団体にこの文言でよいかどうかの確認を行い，その結果としてこのような書きぶりにな

っております。以上です。 
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久道会長 

 どうもありがとうございました。ワーキング部会の先生方には数回集まっていただいて御苦労様で

した。 

 それでは，この中間案については委員の方々に事前に配布しているわけですね。読んできていただ

いて，修正する部分があろうかと思います。今日の予定は３時までですので，この中間案の協議会で

の修正案，パブリックコメントに出す前の修正ということで，章ごと，項目ごとに皆さんから御意見

をいただきたいと思います。それから先程大内先生からお話のあった団体として文言の修正が必要で

あるとかいうことがございましたら，是非この場でおっしゃっていただきたいと思います。 

 それでは，目次はこれでよろしいかと思います。最初の１ページ「第１章 宮城県がん対策推進計

画について」というのがありますが，１ページから３ページまでですね。ここの文章，文言について

何か御意見ございますでしょうか。 

 

石岡委員 

 東北大学の石岡です。部会の時はあまり気がつかなかったのですが，他の団体といいますか，医療

従事者以外の方の意見も聞いたりしたのですが，計画の作成がどういうプロセスで行われたかという

ことがここに少しは書いてありますが，どういうふうなプロセスがとられて計画が出来たかというこ

とをもう少し詳しく書き込んだ方が，外部で評価を受けるときにですね，宮城県のがん対策推進計画

がいいとか悪いとか，他の県と比べてどうかということが，来年度以降評価の対象となると思います。

その場合，一般的にこういう計画は委員の名前を出すのかどうかよくわかりませんが，誰が，どうい

うプロセスで，いつ，どういう会合を開いて出来たかという過程がもう少し見えた方が外部の評価に

は耐え得るのではないかという印象を持ちました。以上です。 

 

久道会長 

 この計画を作るに当たっての条例の内容や各委員の氏名と所属については後ろに記載してあります

ね。普通は会議の回数や何月何日第１回とか記載しておりますが，今回は記載していないですね。 

 

事務局 

 参考資料の７９ページに「宮城県がん対策推進計画改定の経緯」ということで記載しております。 

 

久道会長 

 記載してありますね。石岡先生，こういう事務的なものではなく文章にして記載するという趣旨で

しょうか。 

 

石岡委員 

 前から順番に見ていきますので，付録のようなところに記載してありますと，評価の時に見落とさ

れる可能性が当然あると思います。こういうものとは違いますが，私はがん治療学会のがん診療ガイ

ドラインの委員長をやっておりまして，外部評価があります。そのプロセスは，前のところに，どう

いう経緯で，どういう人が，どういう利益相反で，作ったかという経緯を書くことが評価の点数にな

ってきます。それとこれを比較するのは違うのかもしれませんが，見る側は前から見ていきますので，

後ろに記載しているというのは今ひとつという印象を持っております。 
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久道会長 

 なるほど。大内先生，何かございますか。 

 

大内委員 

 ７９ページを御覧になっていただければお分かりのように，ワーキング部会では第１回目は事務局

で第１期から第２期に向けてどのような論点整理が必要かということの土台，骨子案ですね，箇条書

きで策定していただいた上で，それについて議論を重ねました。その議論に沿って第２回ワーキング

部会では文章化しました。文章化した案は今回の案の前の段階で，その文言について逐一チェックを

入れました。ですから，１０月２日の第２回では文章化された案について逐一項目ごとに協議を図り

ました。いみじくも石岡先生は第２回を欠席されたのですが，ところが石岡先生からチェックが入っ

ておりまして，４０行くらいありますか，項目とすれば２０項目以上の指摘がございまして，全て目

を通しております。全てについてイエスかノーかを確認して，ノーであればどういった理由でノーな

のかも議論して，それを中間案に反映しております。そのことを前段の中で，ワーキング部会を設置

して検討したということを記載しておけばよいことであって，資料もつけておけばそれでよろしいこ

とかと思っております。 

 

久道会長 

 そうすると，石岡先生が指摘されたようなことを第１章のところに加える必要は特にないというこ

とですか。 

 

大内委員 

 ワーキング部会を設置して検討したという経緯を記載すればよいと思います。 

 

久道会長 

 その程度の経緯は必要だろうということですね。それでよろしいですか。 

 

石岡委員 

 それで結構だと思います。大内先生の説明のとおりでよいと思います。ただ，NPO 日本医療政策機

構のような日本のがん医療の評価を行っている団体がありますね。そういうところの見方は，基本的

には行政主導で骨子案が出てくるわけですね，そのこと自体がどうかという意見も評価で出て，要す

るに行政主導ではなく専門家主導で骨子案から作るべきではないかというところまで我々は言われま

す。今そういったことの取組としては，作る側が他の県の人たちと意見交換して，がん対策として何

が必要か，どういう書きぶりをするべきか研修会まで行っているところもあります。そういったとこ

ろが見られるのではないか。行政がつくった案を我々はもう少しこうしたらいいのではないか，ああ

したらいいのではないかと少しずつ直していくという，宮城県のがん対策以外にも，多くのこういっ

た類のものはそうあるのですが，本当にそれでいいのかという議論も出ていて，そういう見方をされ

るということは，我々が共有しておかなければいけない情報だと思いますので，直接は関係ありませ

んが，敢えて申し上げます。 

 

久道会長 

 行政の方にまとめてもらったことではありますが，我々の意見を参考にしてまとめているわけです
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ね。それから，このがん対策推進計画は今回初めてではなく第２期ですから，第１期計画を踏襲する

ということもあったと思います。そういう意味では，行政がまとめた案を我々がちらちら見ていいと

か悪いとかいうことだけではないと思います。ここにお集まりの委員はそういう認識だろうと思いま

す。 

 

石岡委員 

 宮城県の第１期計画の作り方に関する評価は実は低かったのですね。そういう評価をされていると

いうことです。 

 

久道会長 

 どこの評価ですか。 

 

石岡委員 

 埴岡さんがやっている NPO 法人日本医療政策機構の評価です。 

 

久道会長 

 埴岡さんの。 

 

石岡委員 

この間東北がんネットワークで講師でお呼びしたときにも，宮城県の第１期がん対策推進計画の作

り方のプロセスに関して評価は低いとスライドで出していかれた。 

 

久道会長 

 それは勝手にやっているのでしょう。 

 

石岡委員 

 勝手にやっているのです，NPO ですから。 

 

久道会長 

 どういう人達が評価しているのかも我々はわからない。 

 

石岡委員 

 彼らが評価する際の資料は書類一つですから。 

 

久道会長 

 やる方も勝手だしね。 

 

石岡委員 

 ただ注意しなければいけないのは，そういう人達が全国でそういう資料を使っているわけで，私も

一部の資料で間違っているところは，そこは間違っていますよと根本先生と指摘したりもしたのです

が。ただ広報力が非常に大きいので，我々としては計画の書きぶりをこういう人達の目にさらされて
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いるということを意識した方がよいという意味で最初の発言をしたわけです。 

 

久道会長 

あの方々が勝手に評価しているのはあの方々の勝手なセンスがあるのですね。何を根拠にそういう

評価をしたかということまではわからないけれど，おそらく好き嫌いもあるでしょう。それから書類

の作り方をもっと工夫しろとか，いろいろあると思うのですね。ですから，実際には協議会がまとめ

たこの計画について評価をするきちんとした立場のものはあるのですか。ないですね。要するに目標

値が達成しているかどうかの評価はむしろ我々が行うことになるわけで，石岡先生の御指摘もなるほ

どというところもございますので，第１章の始めに先程大内先生が言われた程度のことを付け加えて

いただくということでよろしいでしょうか。それ以外は第１章についてよろしいですか。 

 

佐藤委員 

 大変細かいことですが，３ページの囲みで，【がん対策基本法第１１条第３項】とありまして，そ

の２行目に「少なくとも五年ごとに」とありますが，この「五」の数字ですが，これは漢数字になっ

ていますが，他のところは全部洋数字なので，これも洋数字でいいのではないですか。 

 

久道会長 

 法律はどうなっていますか。 

 

事務局 

 法律は縦書きなので，漢数字になっています。それを横書きにしたときに維持すべきか，そうでな

いかというところだと思います。 

 

久道会長 

 法律だからこのままでないとダメだと思いますよ。 

 

佐藤委員 

 それでは，その下の「平成２４年度から平成２８年度までの５年間」は洋数字でいいのですか。 

 

橋本委員 

 その下は法律ではないので。 

 

佐藤委員 

 いいのですね。その確認でした。それからもう一つ。細かいことですが，７９ページの第２回ワー

キング部会の参考人意見聴取の「 」でカギ括弧とじがないので，調整お願いします。 

 

事務局 

 了解いたしました。 

 

久道会長 

 他にありませんか。それでは，４ページの「第２章 がんを取り巻く現状」というところですが，
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１９ページまでありますので，４ページの前段と「１ 人口の現状と将来」の６ページまでで何か御

意見ありますか。現状ですから，数値に間違いがあれば直していただく程度だと思いますが，何か強

調することがあるとか。よろしいでしょうか。それでは７ページの「２ がんの罹患，死亡等の状況」，

これは１４ページまで。罹患の数値は先程から何度も出ているように新しい数値に切り替えると。が

ん登録の数値は５年毎にまとめますので，必ず遅れるのですね。最低５年は遅れる。今年はたまたま

まとめの年になっておりますので，１９年までは出せるということです。この辺はよろしいでしょう

か。統計数値ですので，もし間違いに気づいたら御指摘いただくということで。次に１５ページの「３ 

がん医療の状況」ですが，今仙南医療圏にはがん診療連携拠点病院はないのですね。これは空白にす

ることになるのですが，将来はどうするのですか。何か意向はありますか。 

 

事務局 

 今ある７つの拠点病院の指定の期限が平成２５年度末，２６年３月末までということになっており

ますので，平成２５年度に入りましてから指定更新の手続が始まることになります。厚労省では拠点

病院の指定要件の見直しをするべく検討会を立ち上げようとしていますし，その要件変更を踏まえた

上で来年度どの病院を推薦するかという検討を行うことになります。 

 

久道会長 

 県内の数の制限はありませんよね。 

 

事務局 

 現在のところ，国の通知によれば，原則として二次医療圏に一つ，ただし連携等により質の向上が

図られる場合はこの限りではないという書きぶりになっています。 

 

久道会長 

 公立刈田綜合病院が指定取消しになったのは，どの項目が要件を満たさなかったからですか。 

 

事務局 

 放射線治療機器，リニアックがないためだったと思います。 

 

久道会長 

 将来の整備計画はあるのですか。 

 

事務局 

 仙南医療圏では，地域医療再生基金によりみやぎ県南中核病院が救命救急センターとともに腫瘍セ

ンターを整備しておりますので，条件が整えば申請されるのではないか考えております。 

 

久道会長 

 公立刈田綜合病院ではなく，みやぎ県南中核病院ですね。それでは，仙南医療圏は空白のままにな

るわけですが，他に何かございますか。では，１７ページの「４ がん検診の状況」です。 

 

橋本委員 
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 １８ページの最後の表のところですが，「検診でがんが発見された割合は下表のとおりとなってい

ます」とありますが，意味が不明確です。全くの素人が見ると１００人がん検診を受けたら２８．５

人に胃がんが見つかったと誤解されかねない。これは，がんの中で検診で見つかった人の割合ですね。 

 

久道会長 

 そうですね。説明しないとわからないですね。発見がんあるいはがん罹患に占めるがん検診発見割

合というように。確かに誤解されますね。専門家はこんなに割合が高いわけがないと思うのが当たり

前ですが，一般人は勘違いするかもしれない。それからがん検診受診率のところで市町村の受診率の

推移が記載されていますが，国が目標値として示した受診率の出し方がありましたね。６９歳以下。 

 

事務局 

 この表にありますのは「地域保健・健康増進事業報告」に基づく数値でございます。６９歳云々と

いうのは後ろのページになります。 

 

久道会長 

 何ページですか。 

 

事務局 

 ３２ページです。これは県民健康・栄養調査に基づき現況値をとりまして，その際に６９歳以下で

算定するという内容になってございます。 

 

久道会長 

 県民健康・栄養調査に基づくがん検診受診率の割合もここに記載した方がよいのではないでしょう

か。これを見ると随分低いなという印象です。国は国民生活基礎調査のデータで算定していますから，

それに合わせて県民健康・栄養調査のデータではこうですというのを追加した方がよいのではないで

しょうか。 

 

事務局 

 出典が違うものを二つ並べるというイメージでよろしいでしょうか。 

 

久道会長 

 きちんと説明した上で。 

 

事務局 

 承知しました。 

 

橋本委員 

 上の段落では，「胃がん検診と子宮頸部がん検診から始まり，…肺がん検診…が追加・拡充されて

きました。」と記載されているにも関わらず，下の表及びグラフでは，肺がん検診受診率が１０年間

で２０％も低下していることが非常に目立つわけです。これについて何もコメントしなくてよいので

しょうか。どうして肺がん検診だけこんなに低下しているのか，あるいは算出の仕方が変わったとか，
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要因が何も記載していないとこれを見た人はどうして肺がんだけこれだけ低下しているのかと思いま

すね。 

 

久道会長 

 これは問題かもしれないですね。渋谷委員どうですか。 

 

事務局 

 受診率が低下した理由としては，結核検診とは別に単独で実施するようになったという影響も考え

られますので，この辺は注釈を加えたいと思います。 

 

久道会長 

 あまりにもギャップがあるのですよ。３２ページの肺がん検診の現況値は６８．５％でしょう。だ

から宮城県は国の目標値を超えて７０％に目標設定しているのはこのためなのです。それなのに，が

ん検診の状況として最初に出てくる受診率の数値がかつての老健法に基づく市町村検診の数字で，そ

れ以外にも受診している人はたくさんいるわけです。職域やドックも含めて。これをもう少し丁寧に

記載する必要があるし，この数値は国と県が目標としている数値とは出し方が違いますということを

記載しておかないと，先生から指摘されたようなことを必ず言われます。あまりにもギャップがある。

こんな低い受診率で７０％の目標を設定しているんだと，そういうことで点数が低くなっているので

はないか。 

 

石岡委員 

 まさにそのとおりです。ただ広報力がある人，極端なことを言えばマスメディアですら，メディア

の佐藤委員がいらっしゃいますが，リテラシーに関して間違って書くということはあるわけです。で

すから，書き方というのは非常に重要だと思います。 

 

久道会長 

 １７ページと３２ページは整合性がとれる書き方をしなければいけない。１７ページはこれはこれ

で事実なのです。しかし計画の目標としている受診率はこれで算定しているわけではない。法律に基

づく市町村の行政検診とは区別する必要がある。これが最初に出てくると，佐藤委員もこちらの数値

を使いたくなるかもしれませんね，宮城県の受診率は低いと。 

 

渋谷委員 

 がん検診の受診率の話をしますと，地域住民検診と職域検診では大体同じくらい，検診項目によっ

ては職域検診の方が若干高い。例えば乳がん検診でマンモグラフィ検診となりますと，なかなか職域

ではやらないので，住民検診の方が割合が多いのですけれども，それ以外のものでは職域の方が多か

ったりする。実際の受診率は住民検診の受診率の倍くらい，あるいは倍以上あったりするのです。で

すから，県民健康・栄養調査は両方加えた推定値です。最初に出ている数値は地域住民検診だけです

ので，大体数字が半分くらいになってしまう。これを倍にするといいわけですけれども，その辺を分

かりやすく記載するのがよろしいかと思います。 

 

佐藤委員 
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 確かに肺がん検診を見ますと，私が現役の記者だったら半分に減ったと書きますね。ですから適切

な説明がないと大変になりますね。一つ質問ですが，ここに受診率の算定の仕方が記載されています

が，素人から見るとどういう計算なのか分からないのですね。当該年度受診者数＋前年度受診者数と

いうのはどこで割っているのかというのが分かりにくいので，説明していただければと思います。も

う一つは，１８ページの検診でがんが発見された割合ですが，平成１９年までは出ていますけれど，

データが古いような気がします。できたら新しい数字でないと説得力がないのかなと思います。その

辺をお聞きしたいと思います。 

 

久道会長 

 今の後段の部分は平成１９年で新しいのです。がん登録は手数がかかるのです。例えば１年間で宮

城県でがんの発生数は１万３千件くらいかな。 

 

事務局 

 １万４，５千件です。 

 

久道会長 

 実際はその倍くらいのデータが来ます。内科から，外科から，病理からも来ます。それを生年月日

などで同じ人かどうか合わせる作業があります。それから死亡小票と照合します。ですから必ず遅れ

るのですが，なかなか差が縮まらないですね。大体５年くらい遅れるのが普通です。そして遅れた５

年後のものを国際がん登録のデータとして報告する手順になっていますので，死亡統計は新しいのが

出ますが，罹患統計は必ず遅れます。それから前段の受診率の計算，これは今説明するとまた混乱す

るので，後できちんと説明するとともに，素人の方が読んでも分かるようにここに記載するというこ

とにします。あるいはこの説明はいらないかもしれませんね。 

 

佐藤委員 

 分かりづらいですね。 

 

久道会長 

 ただ今渋谷委員がおっしゃったように，職域検診の受診率はどこでも集計されていなくて不明なの

です。これが今日本で問題になっていて，職域の働く人のがん予防，がん検診ということが新しい項

目に入っていますが，そもそもデータがないので，どうしようもないというのが現状です。それは厚

生省と労働省が一緒になって厚生労働省となった時点で解消するかと思いきや，いつまでも縦割りで

全然データが集まらないという問題があります。ですからこの辺は分かりづらいのは記載しないで，

受診率のことも誤解されないようきちんと解説してください。他にございませんか。 

 

大内委員 

 先ず，１７ページの市町村のがん検診受診率の表，これは正しいのですね。間違いなく厚労省に報

告されているデータですから。これは何かと言いますと市町村の事業です。ですから，職域を除くと

いうか，税金を使って行っている検診です。これは渋谷先生がおっしゃるように，全体の半分くらい

を反映しています。そもそもがん検診受診率の計算を国として出していないのです。計算式がないの

です。佐藤委員には難しいかもしれませんが，これはずっと何十年も議論してきたことです。何度も
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議論になっています。それで，国が受診率を推し量る術がないのです。市町村事業ですから，基本的

に無職の方々が対象になります。職域の方々は別のメニューがあって，それはがん検診の指針に縛ら

れないのです。したがって先程渋谷委員が言われたように，乳がん検診は職域ではマンモグラフィを

使っていないのです。そういうギャップが生じています。ですから，どれを持って算出するのかは分

からないのです。旧厚生省と旧労働省の所轄だったわけです，二つの法律に基づき，未だに一本化さ

れていないのです。それが大前提にございまして，受診率をどうやって把握するかといいますと，全

体的には国民生活基礎調査，宮城県においては県民健康・栄養調査があって，それを数値として出し

てくるわけです。そうすると，先程の市町村がん検診受診率の約２倍になっているというのが見えて

くるというのが実態です。 

 

久道会長 

 そのような解説を入れると分かりやすくなりますね。他にございませんか。なければ，１９ページ

の「５ がんの医療費の状況」です。これはこの程度でよろしいですか。 

 

橋本委員 

 つまらないことですが，グラフのタイトルは全てゴシックなので，「費用額の割合」もゴシックに

しておかないと。これだけ明朝体になっています。 

 

事務局 

 はい。失礼いたしました。 

 

久道会長 

 御指摘のとおりに修正してください。それでは，「第３章 目指す宮城のすがた」，２０ページと

２１ページ，これは基本方針でございますね。ここはいかがでしょうか。 

 

瀬戸委員 

 ２０ページの下から３行目の「他職種」，他の職種なのですが，後の方を見ますと，多くの職種，

多い職種となっていますので，２０ページの方が変換ミスかと思われますので，見直しをお願いしま

す。 

 

事務局 

 はい。確認して訂正したいと思います。 

 

久道会長 

 基本方針は一番大事なところですが，よろしいですか。 

 

橋本委員 

 ２１ページの３段目，「小児がん拠点病院とその連携病院等とともに」と記載してありますが，小

児がん拠点病院はもうできたのですか。 

 

事務局 
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 小児がん拠点病院は１１月に厚労省で審査をして指定する予定になっております。 

 

橋本委員 

 そうであれば，これを記載してしまってはまずいのではないですか。まだ小児がん拠点病院は制度

化されていないわけですから。 

 

事務局 

 はい。予定です。 

 

久道会長 

 かっこ書きですね。 

 

橋本委員 

 かっこ書きならよい。 

 

久道会長 

 最終案ではかっこがとれると。 

 

事務局 

 はい。そうですね。 

 

久道会長 

 他にございませんか。なければ２２ページの「２ 重点的に取り組むべき課題」というところで，

２４ページまで。いかがでしょうか。 

（１）に「がん検診受診率７０％以上」と記載してありますが，ここも説明が必要になりますね。

急に７０％が出てきて。 

（２）の放射線療法，化学療法，手術療法…というところは，石岡先生，これでよろしいですか。

それから（３）の緩和ケアについて，よろしいですか。 

それから２４ページの（５）がん登録の更なる推進， 

（６）働く世代や小児へのがん対策の充実，職域のがん検診やがん対策のデータがほとんど入手出

来ないでしょう。国にしても県にしても。その問題を指摘するのもいいと思います。項目として新た

に働く世代のがん対策といっているけれども，その基礎となるデータを国はほとんど持っていないの

ですね。一部の学会がまとめた数値を持っていますけれど，行政ではそれを全然見ておりませんから。

受診率も先程渋谷先生がおっしゃったように合わせれば大体倍になるのですけれども，そういうこと

が全然分からないのです。それを指摘するのも，それは国に対する指摘になりますが，少し記載した

方がよいと思います。 

 

安藤委員 

 今の職域のことで付け加えたいのですが，産業医の事後指導で気がつくのが，事業所によって MDL,

胃の透視を行っていない，便潜血を行っていない，そういう事業所が結構多いのですね。最初の一番

少ない項目でしか拾っていない，３５歳以上でしか検査データは拾わない，ということがいつも気に
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なっておりまして，事業所によっては若い世代でも体型が太めだとか，問題がありそうな方は希望で

受けさせてくださる事業所もありますし，便潜血も２回法でとっているところもあるという，非常に

ばらつきがあるのです。そういったところに指導に伺った折には，行政検診を重ねて受けてください，

若しくは，二次検診という形でかかりつけ医に行ってください，と指導させていただいております。

こういったばらつきがあるということが，今日皆様のお話を伺っていて，反映されていないというの

を痛感しましたので，書き方として是非何か加えていただけたらと感じます。以上です。 

 

久道会長 

 これは本当に大きな問題でね，本当は県レベルでの問題ではないのですけどね。今御指摘があった

ほかに，例えばがん検診を様々なやり方で，科学的根拠に基づかない，評価を受けていないがん検診

を事業所によっては勝手にやっているというのもあります。それから，行政がやっている科学的根拠

に基づいた有効性の評価を受けたがん検診をその通りやらないところもあります。それをやっている

職域でも今度は精密検査が受けられないような，例えば年休を使いなさいとか，要するに有給では受

けられない。それから最近非常に多いのは，正職員でない非常勤の職員は日給月給ですから，時給で

すからね，１回休めばそれだけ収入が減るということで，職域によるギャップが非常に大きいという

問題が挙げられます。ですから，口でいくらがん検診を受けなさい，健康管理しなさいと言っても，

そういう問題が背景にあってなかなかできないというのが実態ですね。ですから，そういう問題も本

当は指摘する必要があるのですね。そういうのはどこでやればいいのか。難しいですね。言いたいけ

れど，書きづらいところもあります。それは少し考えましょう。 

 

大内委員 

今の久道先生の御意見というのは非常に重要な点でして，職域でのがん検診の重要性，これが実は

法的根拠がないのです。法にうたわれておりませんので。したがって国はそこを引いているわけです。

ですけれども，このがん対策というのは，職域も含めた全国民でなければ制度そのものがおかしいの

で，そこをどうやって切り開いていくかというのが大前提です。例えば今厚労省に設置されました「が

ん検診のあり方に関する検討会」で近々がん検診受診率を向上するための施策についての議論を開始

することになっております。これはまだ素案ですけれども，予定としましては宮城県対がん協会の渋

谷所長に参考人として御意見をいただくことになっていますので，そこで先程のようなことを具体的

にお話しされて，実態として，市町村から上がってくるがん検診受診率はこうだけれども，職域では

こうである，そして職域の場合は種々の問題点がある。第一に国が示しているガイドラインに沿って

いない，精度管理もされていない，といったことを提言された上で，国としてそこまで踏み込むべき

ではないかということを議論させていただくような構図にしていきたいと思います。 

 

久道会長 

 大内先生は検討会の委員長をされていますからね。是非そこをお願いします。本当は宮城県がそう

いう問題を独自に推進しようというのがあればいいのですがね。そして宮城県のまねをしなさいと大

内先生が言えば非常にやりやすいということもあるのでしょうが，お金が伴うようなことになります

と，足を引いてしまうところがありますから。今はお金がいっぱいあるはずなのですが。 

それでは，２５ページの「３ 全体目標」のところはいかがですか。 

 

中山副会長 
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 全体目標の「（３）がんになっても安心して暮らせる社会の構築」ですが，これは今回第２期計画

で新たに追加された，国が示したものをスライドさせたものなのですが，私の周りにいる患者さん，

御家族にこの目標をお見せしたとき，８人にお伺いして８人とも「安心」という言葉に引っかかると

おっしゃいました。もちろんそれを求めたいのだけれども，現状では相談する場所がまだ分からない

とかいろいろなことがあったり，それから，私は看護師の立場でとても危惧しているのですが，現在

県北，県南で訪問看護師がいなくて，がんをもって完治しないまま帰る患者さん達に訪問看護師がい

ないのです。紹介できないという現状が具体的に出ております。そんなことやこれから日本社会全体

の経済的なこと，様々なことを考えると，「安心」という言葉を国は使いましたが，私は個人的には

その言葉を使うのは慎重でありたいと思っています。それで，一つ提案としては，「安心」というと

ころを「自分らしく」という言葉に換えてみた方がまだ少しいいのではないかというのが，私個人の

センスなのですが，「がんになっても自分らしく暮らせる社会の構築」という形にしてはどうでしょ

うか。この「安心」という言葉を使うと私たち医療従事者が頑張らなければいけない，あるいは行政

も頑張らなければいけないという感じがあるのだけれども，今後はがん対策も住民の方も一緒に取り

組んでいただくことなので，任されるような感じの言葉を使わない方がいいのではないかということ

について，皆さんの御意見をお聞きしたいと思います。 

 

久道会長 

 今の御意見はどうですか。「安心して」よりは「自分らしく」。 

 

橋本委員 

 私もこの「がんになっても安心して暮らせる社会の構築」というのは非常に違和感を持ちました。

がんと診断されて安心して暮らせる人はおそらくいないと思います。５年経過して，再発の心配もな

い，もう大丈夫ですよと言われても，心配な人というのが一般的ですから。「がんになっても安心し

て暮らせる」というのは，医療従事者がこれを言ったとすると，患者さんの側から見れば何を考えて

いるのと言われると思います。ですから，私も「がんになっても安心して暮らせる」は使わない方が

良いと思います。 

 

久道会長 

 これは国の表現ですか。 

 

事務局 

 はい。そのままです。 

 

久道会長 

そのままですか。では直した方が良いですね。いかがですか。それでは，皆さん賛成のようですの

で，ここはとりあえず「自分らしく」。もっと良い表現があれば考えてください。 

 さて，第４章です。２６ページ，「具体的な取組」ということで，最初が「１ がんの予防とがん

検診の受診率及び質の向上」，それから「（１）予防対策の推進」です。ここには，喫煙と食習慣，

これは『みやぎ２１健康プラン』の数値ですか。向こうはもう数値を出したのですか。 

 

事務局 
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はい。出ております。 

 

久道会長 

 では直す必要はないわけですね。 

 

事務局 

 はい。確定値です。 

 

久道会長 

 では，この表はこのままで良いとしても，受診率の目標値をどうしたかという解説がまた出ていま

すね。それから２８ページの取組の方向性，これは既にワーキング部会長からも説明がありました。

自発的禁煙希望者の割合を増加させて目標値を変更すると。この辺はよろしいですか。 

 

石岡委員 

 少し戻って２７ページの表ですが，「受動喫煙を受ける者の割合」と記載されていて，施設内禁煙

と喫煙室設置が９９％，つまり引き算すれば，１％の行政機関は受動喫煙を受ける機会があるという

意味ですよね。９９％が受動喫煙を受ける者の割合という意味ではないと思うのですね。 

 

事務局 

 はい。 

 

石岡先生 

 要は私が最初に言ったことと同じことで，ここも分かりにくいということですね。宮城県の受動喫

煙を受ける者の割合９９％ということになるとまずいと思います。よくよく見れば，対策が取られて

いるという見方もできますが，この基準，数字が多い方がどちらかということにはなっていないです

ね。「職場で受動喫煙を受けている労働者」とあって，「職場や学校」４１．７％，これはそのまま

受動喫煙を受ける者の割合に該当するのだと思いますけれど，上の二つが逆になっている。これは第

１回協議会で事務局から説明はありましたが，今ここに来て見ると違和感があるので，書き方を変え

た方がよいと思いました。 

 

久道会長 

 「家庭」とか「飲食店」で受動喫煙を受ける者の割合というのは人ですか。「家庭」の１７．６％

というのは毎日受動喫煙を受ける人がいる家庭の割合が１７．６％ということですか。 

 

事務局 

 毎日受動喫煙を受ける機会があると答えた方が１７．６％ということです。 

 

石岡委員 

 多分，久道先生の御質問の意味は，一家庭毎に調査したのか，一人一人というか，県民をランダム

に調査して人口当たりのという意味なのか。そこは少し違うのだと思います。例えば，同じ家庭から

二人出てくれば，二人とカウントするのか，一家庭とカウントするのかという違いです。 
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事務局 

 左側の項目と調査で示している数値の対応に違和感があるということは分かりましたので，もう一

度精査したいと思います。それから，県と国の回答が対応していないところもあります。対応しなけ

れば削除するなりして，見やすく，分かりやすく修正したいと思います。 

 

久道会長 

 行政機関は「月１回以上」とか全然違いますね。要するに宮城県の行政機関の９９％は受動喫煙対

策を行っていますということですね。そう記載すればいいのですね。受動喫煙を受ける者の割合は行

政機関で９９％では全然分からないものね。国の書き方を全部真似なくていいと思います。分かりづ

らいですから。受動喫煙を受ける者というのも変な言葉ですね。では，ここはもう少し精査して修正

してください。 

 

石岡委員 

 受動喫煙の現状と対策とか，そういう表記ならよいと思います。 

 

久道会長 

 ２９ページの個別目標のところは，これは先程の数値が同じく残っているのですね。それではこれ

も整理してください。 

 それでは，３０ページの【その他の生活習慣】，これは『みやぎ２１健康プラン』の数値ですね。 

 

事務局 

 はい。そうです。 

 

久道会長 

 それでは，３１ページの「（２）がん検診の受診率及び質の向上」，３５ページまで。渋谷委員い

かがですか。 

 

渋谷委員 

 特に私からは追加するものはございません。 

 

久道会長 

 受診率の説明で足りないところはきちんと追加してください。前の方のページで詳しく解説してい

ると思いますから。３３ページは第１期と同じものですね。古くなっていませんか。これでいいです

か。３５ページの検診の対象者は変わっていなかったですか。 

 

大内先生 

 変わっていません。 

 

久道会長 

 それでは，いいのですか。 
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 では，時間もあと４０分くらいしかありませんので，スピードアップしますが，３６ページ「２ が

ん医療の充実とがんと診断された時からの緩和ケアの推進」について４５ページまでですね，この辺

りはいかがですか。 

 

中山副会長 

 ここからですが，御覧いただくとお分かりのとおり，個別目標がそれぞれ記載されていますが，が

ん検診のところは数値目標がきちんと記載されていて，評価もきちんと出来るだろうと予測されるの

ですが，ここ以降，ケアのところやチーム医療になると，例えば３８ページの個別目標は「全ての拠

点病院にチーム医療の体制を整備」という文言ですので，第２期の評価を数年後にさせていただく時

に，評価するのが難しいということが予測されます。それで第１期計画の評価を私達がさせていただ

いた時に，やはり数値目標がないと評価ができないということで，数値目標が記載させている項目だ

けが評価の対象となりました。ですからこのページから後ろのケアや医療体制のところの個別目標に，

今日皆さんに真剣に目を通していただきたいと思います。この後ほとんどどれも評価ができないので，

数年後の評価のことも考えて，それからこの項目はどれも関係団体の方々にかなり強いなければいけ

ないこともたくさんあると思いますので，そういった調整も含めて，具体的にこの目標を丁寧に残り

の時間見ていただきたいと思います。先ず一つ，３８ページのチーム医療の体制整備では全く評価で

きないので，私も一所懸命考えたのですが，先生方に御意見をお伺いしたいのは，チーム医療の評価

指標として，例えば今クリティカルパスを整備したという状況になっているのですけれども，数年後

このクリティカルパスの運用実績の件数や，それから拠点病院においてはキャンサーボードも整備さ

れたと３６ページにありますので，県内拠点病院におけるキャンサーボードの開催数，そういったこ

とが辛うじてチーム医療の評価の指標となり得るのかどうか，その辺だとデータ収集も可能なのでは

ないかと思いましたので，案として提案するのですが，もっと他にチーム医療の具体的な数値目標が

挙げられるもので，かつ，現場にあまり負担がかからずに評価できるものがございましたら，挙げて

いただければと思います。 

 

久道会長 

 今の御意見にいかがでしょうか。 

 石岡先生，「東北がんプロフェッショナル養成推進プラン」の中で養成者数だとか目標ありますね。

それでその目標がもし増えるようだったら評価が上がるとか，そういう評価の仕方はどうなのでしょ

うか。あの「がんプロ」では数値で出ていますね。それに似たようなことは出来ませんか。 

 

石岡委員 

 数値を入れるというのは非常に勇気がいることで，「がんプロ」でも前期の評価委員長は久道先生

にやっていただきましたけれども，最終的な数値目標に達しない時に評価が非常に厳しいものになる

ということを覚悟せざるを得ないと思います。今この年度から開始した第２期「がんプロ」の個別の

コースや全体のプランの目標を１２月頭を目途にまとめているところですが，申請時の数値を少し修

正しようと思っております。このがん対策推進計画の中で，例えば放射線療法，化学療法，手術に関

しては，ある程度数値目標を盛り込むことができるのではないかと思います。例えば専門医療従事者

の数とか，そういったもので出来なくはないと思うのですが，中山副会長御指摘のチーム医療の指標

というのは，確かにキャンサーボードは横断的な医療従事者の資料にはなるかもしれませんが，本当

にそれが医師，看護師など職種横断的か，診療科横断的なキャンサーボードはやるかもしれないが，
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必ずしも職種横断的でない可能性があるということで，それだけでは十分な指標ではない。では，ど

れが実際チーム医療の指標かというと，私は今思い当たるものがない，困ったという状況です。 

 

久道会長 

 他にないでしょうか。これ数値にするのは難しいようですね。 

 

橋本委員 

 今の件とは少し離れますが，３９ページに（がん医療に専門的に携わる医療従事者の状況）という

のがありますけれども，今一番がん医療の専門医で大きくなったのは，がん治療専門医でしたか。 

 

石岡委員 

がん治療認定機構のがん治療認定医です。 

 

橋本委員 

 それが入っていないですね。それは必要な項目だと思います。それから，各科の専門医が入ってい

ますが，実は耳鼻咽喉科関係で頭頸部がん専門医というのが制度として動いています。それも入れて

いただきたいと思います。ただ一番はなんと言ってもがん治療認定機構でやっているがん治療専門医

ですね。 

 

石岡委員 

 あれは認定医で，専門医でないということ。でも認定看護師は入っていますからね。ただ，先生も

御存知のとおり，がん治療認定医は，ここに記載されている認定資格と比べて容易に取得できるとい

うこと。一日講習を受けて，試験を受けると９０％くらいの合格率ですので，これを専門的な医療従

事者とすべきか，あるいは，がんに関わる者なら最低限これぐらい知っていないといけないという普

及活動の一つと理解する仕方と二通りあると思います。がん治療認定機構は，先生御承知のように，

日本がん学会，がん治療学会，日本臨床腫瘍学，全がん協の４団体でスタートして，それから独立し

て今の機構を立ち上げてやっているのですけれども，そちらが一人歩きして，あるいは，マスメディ

アに対する機構側の働きかけもあり，専門性が高いかのように言われていることもあれば，一方，メ

ディアでも読売などは，本田さんという乳がんの患者で，記者である方は，がん治療認定医は専門医

ではないと書きますので。ですから，私は，がん治療認定医はここに記載されているものとは同列で

はないと思います。 

 

橋本委員 

 分かりました。ただ，頭頸部がん専門医はちゃんとしている。泌尿器科が入っているなら入れても

らってもいいかなと思います。 

 

久道会長 

 その後，４２ページ，何かございますか。 

 

中山副会長 

 ４１ページの個別目標も文言を読んでいただくと，評価が難しいかなと思います。私今病院にいな
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いので良くは分かっていないのですが，４１ページの上の方で，【取組の方向性】というところで，

「苦痛のスクリーニングを診断時から実施し，」と記載されておりますので，診断時に患者・家族の

苦痛のスクリーニングが行われている実数を評価するとか，現在はゼロだと思いますので，どの位増

えるかというその程度でいいと思います。やはり患者さんへのケアとか対応が変わっているというこ

とが何かで見えないと評価は難しいのではないかと思います。ですからもし病院の方でスクリーニン

グが行われる体制をこれから数年間かけて取り組まれるのであれば，その数を評価に入れるというこ

とが一つ提案できるかなと思います。それから緩和ケアの推進ということでアクセスのことが記載さ

れているのですが，現実は緩和ケアへのアクセスがまだ難しいです。完全に治療が難しいということ

になった段階で初めて主治医から緩和ケアということが言われているケースの方が私の周りでは多い

ようです。治療中に緩和ケアのことを家族が声を出すと，まだそんな時期ではないと言われていると

いうことがこの１年間で私の周辺でありました。しかも拠点病院で行われているということです。で

すので，患者・家族が望めば専門的な緩和ケア，あるいは，緩和ケアチームにアクセスできる体制を

整備して，その情報提供をした病院数が増加するとか，もう少し数で増えたということが分かるもの

だといいのですが，いかがでしょうか。 

 

久道会長 

 西條先生，いかがですか。 

 

西條委員 

 今おっしゃられたとおりですが，緩和ケアの「緩和」という言葉を外来診療中に言うと，まだそん

な段階じゃないと話す先生の気持ちもよく分かりますし，今がんセンターでは小笠原先生が一人でや

っていますが，やはりがんと診断された最初からの緩和ケアというのはなかなかピンとこなくて，す

んなりいかない。それで，「緩和」という言葉が意味を成してくるのは，やはり麻薬を使い始めた頃

からです。そういうことから始まるのですね。ですから，いつの段階から緩和と言うのか，がんセン

ターではとても身近なところにあるので言いやすいが，一般の拠点病院の中で，緩和を異論なく言え

る雰囲気というのはなかなか難しいかなと考えています。 

 

久道会長 

 太田先生，いかがですか。 

 

太田委員 

 もちろん，ほとんどの地域の拠点病院には専門の先生がいませんので，興味を持ってくださる先生

が２，３人でやってくださっている，私どもの病院では外科の先生が緩和ケア外来を担当してくださ

っている。御専門は手術をすることなのですが，無理してお願いしているという状況があるので，な

かなか全ての患者さんがスタートの時から緩和ケアを受けるという発想をする程の環境があるかと言

われれば，ノーとしか言いようがないですね，現段階では。たった一人か二人の人が自分の専門の時

間を割いて頑張ってくださっているボランティア的な治療でしかないのが実情ではあります。がんセ

ンターの小笠原先生のように専門でやってらっしゃる方はほとんどいないわけですから。これは大学

病院でも二，三人しかいらっしゃらないので，そんなにやれる体制もないわけです。それで，中山さ

んがおっしゃっている評価可能な数字ということですが，４１ページの個別目標には記載されている

のではないでしょうか。「がん診療に携わる全ての医療従事者が……緩和ケア研修を修了する。」と
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いうのは１００％か何％かは一瞬にして出る数字ですね。数値化できるものは記載されていると僕は

思います。こういうのを数値化と考えていただけば良いと思います。緩和ケア研修は我々７拠点病院

が努力してどこの病院で受けてもいいという環境を作って，受けやすい体制を作ってやっています。

４項目のうち一つしか受講できなかったら，３項目は別の病院でやっている研修を受ければいいとい

う体制で研修を進めています。でも，それでも受けない人がいるかもしれない。上手くすると１００

％近い数字が出るかもしれない。 

 

久道会長 

 先生の病院でがん診療に携わる医師が研修を何人，何％受けているかというのはすぐに分かります

ね。 

 

太田委員 

 もちろんです。研修記録は残さないといけないことになっていますから，それは一瞬にして分かり

ます。 

 

久道会長 

 西條先生の病院はほぼ１００％ですか。 

 

西條委員 

 いえ，まだです。 

 

太田委員 

 なかなか時間がとれなくてまだ受けていない人がいるかもしれない。 

 

久道会長 

 がん診療に携わる全ての医師が５年以内に研修を修了するという目標は数値として出ますね。ただ，

緩和ケアのところを見ますと，個別目標のところが現況が何も記載されていないですね。現況が分か

らなくて目標を立てられるわけがない。３８ページも，４０ページも，４１ページも現況が記載され

ていないので，先ず現況を把握しないと。現況値は分かるようですよ。 

 

太田委員 

 少なくとも７つの拠点病院は難しくない。すぐ分かります。事務局にそれぞれの病院の事務担当が

報告すれば，数字はすぐ出ます。 

 

久道会長 

 とりあえず拠点病院だけね。 

 

太田委員 

 はい。先ず拠点病院がやればいいと思います。 

 

久道会長 
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 石岡先生どうぞ。 

 

石岡先生 

 太田先生の話と関係があることで，７４ページに資料があります。これは緩和ケアチームの実績・

体制等で，太田先生が言われた専門家がいるかどうかということに関しては「緩和ケアチームの体制」

を見ると分かります。東北大学病院では身体症状の専従医を増やしましたので４人になっています。

こういったところをどれだけ増やせるかということです。御承知のとおり緩和医療をやるのは緩和ケ

アの専門家で全部できるわけではなくて，一般外科医や内科医も放射線科医，看護師含めて医療従事

者がやることで，専門的な人がいることでレベルも向上するし，普及もするし，より高度な緩和ケア

ができるということだと思います。左側の「緩和ケアチームの実績」というのは一つのバロメーター

になるのかなと思いますが，これでは中山委員がおっしゃった数値化としては満足できないのかもし

れないというのがあります。私は腫瘍内科医なので，抗がん剤治療が専門なのですが，私達は緩和ケ

アを日頃やっておりまして，麻薬の処方量に関しましても，私達の診療科の方が大学病院の緩和ケア

科より多く，大学病院で一番多くなっています。初診時に麻薬による疼痛管理が不十分だと思ったら，

新患の患者さんでもその日のうちに麻薬を処方して持たせます。日常茶飯事に行っています。一つの

バロメーターとして，緩和ケアというのはもちろん痛みだけではないですが，指標にするとしたらこ

ういったものと，麻薬の処方量がどのくらい増えたかということや患者さんの数とかですね，本当は

進行度も関係するのでしょうが，数はがん登録でデータが出ていますから。そういったもので補正す

ることはできる。後は緩和ケアチームにどれくらいリジットしているかということで，新規症例に限

らず，延べ回数とかですね，あ，診療回数は記載されていますね。乳腺外科の先生が緩和ケアを化学

療法をやりながらやったことについてはカウントできる資料がないものですから，具体化するのは難

しいところですね。 

 

久道会長 

 今色々なアイディアが出ましたので，現況をまず調べて数値化すれば分かりやすくなるのではない

でしょうか。それから今麻薬の処方量の件数の話が出ましたが，日本は国際的に見て極端に少ないの

で，それも指標として良いと思います。麻薬は病院で処方しても，薬局はどこでもできるわけではな

いでしょう。 

 

瀬戸委員 

 どこでもできるわけではないです。麻薬取扱の許可をとったところです。 

 

久道会長 

 それは普通は分からないですね。 

 

石岡委員 

 そうですね。 

 

久道会長 

先生のところは外来で処方して，患者さんはどこで調剤してもらっているのですか。 
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石岡委員 

院外で。 

 

久道会長 

 院外で。そうすると大学病院の周りに何箇所かあるのですね。 

 

石岡委員 

 結構増えたと思います。 

 

瀬戸委員 

 許可をとらなければいけませんが，麻薬小売業の許可をとっているのは宮城県はまだ低い方です。

５０％くらいでしょうか。ただ，薬務課のホームページで調べることができるようになっています。 

 

久道会長 

 処方もらって，一度はやりませんと言われて，また変わってということはありますね。 

 

瀬戸委員 

 麻薬の場合はあり得ます。 

 

久道会長 

 その時はどうしたらいいのですか。 

 

瀬戸委員 

 １回目に行って，もし麻薬の取扱がなければ，その薬局から麻薬の許可を持っている薬局を紹介す

ると思います。 

 

久道会長 

 処方する段階でここだというのは教えないのですか。 

 

石岡委員 

 我々は調剤薬局がどうなっているかということに関してそれ程知識がないので。これはまた別です

が，最近厚労省のチーム医療で薬局との連携をテスト的に市中の薬局とやってみたことがありますが，

基本的には院内の処方医は院外の調剤薬局のどこがどういう資格を持っている，持っていないという

のは全然把握していません。東北大学病院の周りの薬局はそういう資格を持っているので，我々は無

頓着ですが，安藤委員によると，地方では異なるようです。 

 

安藤委員 

 瀬戸委員と同じエリアにおりますので，やはり麻薬を取り扱える薬局はこことここに限られており

ますということを退院時のカンファレンス，退院時の共同指導時の時には患者さんにお示しします。

患者さんのもともとのかかりつけの薬局があったとしたら，そこに問い合わせをして，麻薬の取扱が

できるかできないかを伺った上で，あとは薬剤管理指導がきちんと行えるかどうかも伺った上で，そ
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の薬局につないでいただくという形になりますので，その情報は病院を出る時に，ソーシャルワーカ

ーなどを介してプレゼンテーションさせていただいているという状況です。 

 

菅原委員 

 安藤先生と同じようなことですけれども，患者さんが麻薬を処方されて，薬局に行ってうろうろす

るということは実質はほとんどなく，外来で処方されたらば，その病院の院外処方の窓口で麻薬が処

方できる薬局はこことここなので，そのうちから患者さんが一番近いところや受け取りたいところを

指定してくださいということで，大概アナウンスがあるので，その時点で自分が活用できる薬局は限

定はされますけれども，麻薬を出してくれる薬局にもらいに行くという形にどこの病院もなっていま

す。選択できる薬局が多ければ多いほど，患者さんにとっては利便性が高くなるというのが実際だと

は思います。 

 

瀬戸委員 

 そのデータは県薬剤師会で作っているものではないかと思いますが，ただ県薬務課のホームページ

に麻薬の取扱のできる薬局が，薬局の機能情報公表制度というのがありまして，その時に訪問薬剤管

理指導，麻薬の許可を取っている薬局が，全て網羅されている検索できるものが掲載されていますの

で，それを集計してもらうと，どこの地区でどれくらいというのが分かると思いますが，今宮城県薬

剤師会で，在宅も含めて麻薬の取扱もできる薬局のリストを作って，各病院にお渡しできればといい

かなということで，今年度末までにはという計画で動いておりますので，おいおい公表できると思い

ます。 

 

久道会長 

 宮城県が特に数が少ないというのであれば，そういう数値も緩和ケアをやるに当たっての指標にな

るのではないでしょうか。麻薬取扱のできる薬局の数だとかね。 

 それでは，時間がなくなってきましたが，４２ページから，これは医療圏の再編のことを書いてあ

るのですね。それから４６ページ，「３ 情報提供と相談支援機能の充実」，４８ページの「患者会

の充実」，この辺りまでで，いかがでしょうか。 

 

中山副会長 

 ４６ページの個別目標も評価しにくいと思います。現状の大きな問題点として，相談支援センター

があるということがまだ患者さんに伝わっていないということ，これは県内でも，全国的にも同じで

す。ですから，ここは御検討いただきたいのですが，個別目標を主治医から相談支援センターの活用

方法を紹介される患者・家族が増えるというようなことはいかがでしょうか。一つ提案なのですが，

今大学病院に来ているがん療養体制整備の資金がありますが，私も現在非常勤で関わっております。

ここで，相談支援センターを PR するポスターを色々なところに掲示しようという事業を計画してお

ります。その中でポスターだけではなくて，主治医の先生もお忙しいと思うので，外来で患者に渡す

小さなビラの印刷も一緒に頼んで，主治医が，あるいは，一緒についておられる看護師さんでもいい

ので，やはりターゲットは診療の時なのです。ですから患者さんに何かあったらここに相談しなさい

と医師から PR してもらう仕組みです。特に拠点病院でも相談支援センターを知らない方もいらっし

ゃるし，それから，配慮しなければいけないのが，東北公済病院や仙台厚生病院。これら拠点病院で

はない病院で治療を受けていらっしゃる患者さんに相談支援センターの情報はほとんどいっていない
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のが現状ですので，そういった病院にも県からの支援もいただいて主治医から渡していただく体制を

つくるということで，相談支援センターを知っている患者・家族が増えるという目標で立てるという

ことではどうかをお考えいただきたいと思います。 

 

久道会長 

 それと，橋本先生のところで，追加資料出されましたね。これと関係するのではないでしょうか。

御紹介ください。皆さんの資料の一番下にある一枚ものの紙です。 

 

橋本委員 

 これはですね。中山さんが昨年度の最終の協議会でお示しになったサポートキット，最初は県のホ

ームページに掲載できないかと話しましたら難しいということだったので，宮城県医師会の理事会で

OK をもらい，中山さんから PDF をもらって，ようやく掲載したということです。宮城県医師会のト

ップページの一番初めに１１月１日にアップになっています。「県民の皆様へのお知らせ」は順次繰

り上がってなくなってしまうのですが，なくならないように２番目，「県民の皆様に役立つ情報を提

供しております。」というところにも「退院時サポートキット」を掲載しております。これは医師も

使えるものですから，下の「会員の皆様へ」というところにも掲載しているのですね。これは中身を

拝見して良いと思っております。ただこのがん対策推進計画に掲載するわけにはいかないのではない

かと思い，黙っておりました。 

 

久道会長 

 これは非常にいい情報提供ですよ。 

 

橋本委員 

 そう思いました。 

 

久道会長 

 監修は私がしていると思います。私も県対がん協会で県の相談支援事業の中でも，なんでも相談の

時もこれを使って，渡しています。冊子だとなくなるのですね。非常に良いと思います。医師にも良

いと思います。こういうものがどのくらい配布されているかということも指標になるのではないかと

思います。これがあるだけで開業医の先生方は助かるのではないでしょうか。 

 

石岡委員 

 今の件に関連して，確かに相談支援センターは拠点病院の中だけの仕組みと誤解されているところ

があること，それから拠点病院の中でも実力差があるということが少し問題なのですが，中山委員と

橋本委員の御指摘は非常に重要なポイントだと思いました。それで，【取組の方向性】のところに，

「学会，医療機関，患者団体…」と記載されていますが，私としてはやはり，医師会，あるいは，看

護協会というのを記載した方がいいのかなと思います。橋本先生が常任理事でいらっしゃるので，先

程のサポートキットも PDF で掲載することができたのだと思いますが，これから医師会も一緒になっ

てがん対策をやるということも，どうも拠点病院とその他の病院や診療所との関係もまだこれからと

いう時に，がんの患者さんの相談窓口はここにありますというパンフレットが，病院だけではなく，

診療所にも置けると大変いいのではないかと思います。ということで，医師会というのが【取組の方
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向性】に入っていてもいいのかなと感じました。 

 

大内委員 

 医師会は医療機関に入っている…。 

 

橋本委員 

 医療機関ではないですね。 

 

大内委員 

もし記載するのなら承諾を得ないといけない。 

 

久道会長 

そうですね。医師会の御意向をお聞きした上で，新たに言葉として入れた方がいいのか。 

 

大内委員 

 それを入れる場合は，必ず配慮が必要です。医師会を入れる場合は，歯科医師会，薬剤師会，看護

協会，全て入れなければいけませんので。 

 

久道会長 

 医療機関ではないですね。 

 

橋本委員 

 医療機関ではないですけれど，やはりがんの取組ということになると，医師会がメインですよね。

薬剤師さんのところに相談窓口を置くというわけにはいかないでしょうから。まあ，「医師会」と入

れていただいてもいいかなと思います。 

 

大内委員 

 関連して５６ページに「（２）医師会等」とあります。その下の文言，こういったところにも一応

配慮しています。 

 

久道会長 

 そうですね。医療機関とは別に医師会等は並べているのですね。 

 

橋本委員 

 「医師会等」と入れてもらえばいいのですね。 

 

久道会長 

 「医師会等」ね。ここの一番最初に記載してもいいのですね。 

 さて，決まらないですね。 

 

中山副会長 
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 すみません，振り返りなのですが，４５ページの個別目標のところも評価ができるのか懸念してい

て，それで私は現場で色々活動していて思うのですが，医療法で地域完結型医療ということが言われ

ておりますけれども，基本は二次医療圏毎の枠組みで考えていかれるのだと思いますが，宮城県内も

県北・県南になると高齢化率３０％以上のエリアが随分ありまして，二次医療圏での整備は難しいの

ではないかというのが私の現場の印象です。それで市毎にがん療養時の地域完結型医療とケア体制が

示されることを目指していくことが必要ではないかと思っていて，そういうふうな地域毎に作られた

地域完結型医療・ケア体制のマップみたいなものを作成して，その情報が住民に説明されることを目

標にするのは，大きすぎて難しいでしょうか。でもそれぐらいのことを今やらないと，おそらく１０

年後はもう難しいと私は思っているのですね。それと，拠点病院で高機能の色々な治療を受けた患者

さんがどんどん地域に帰っています。今悲鳴を上げているのはケアマネージャーさんです。受けてい

た治療の内容が分からない，どこに相談したらいいのかわからない，そういった地域の受入体制側で

課題がおきているので，やはり急いで地域でそれぞれの仕組みをつくって，拠点病院との連携の仕方

をマップで見える形にして，最終的には住民に出す必要があると思うので，そういった個別目標を私

は今立ててほしいと願っております。これについていかがかお伺いしたいと思います。 

 

久道会長 

 僕が考えますに，先程石岡先生から指摘された７４ページの「拠点病院における緩和ケアチームの

実績・体制等」の数字がございますね。こういうのに加えた色々な現況の数字を出していただくとい

うのが一つと，前のページ，７３ページにも「拠点病院における相談支援センターの実績・体制」と

いうのがありますね。数値が出ています。ですから，こういう数値を利用して，どう変わって良くな

っていったのか，例えば相談者が増えているか増えていないか，相談件数がどうなっているのかとい

うことを目標値は入れられると思います。それから今副会長がおっしゃったような問題も含めて，例

えば４５ページの個別目標で「在宅医療・介護サービス提供体制」と記載されていますが，全然現況

が分からない。現況が分からないで目標値は設定できませんね。是非在宅医療や介護サービスが医療

圏毎にどうなっているのか数値を出していただいて，それが増えているのか，減っているのかという

ことを目標にすれば，期限が３年以内というのは目標の立て方としておかしいのですが，現況の数値

よりも増えるか増えないかということが目標の数値として非常に大事ではないでしょうか。 

 

安藤委員 

 マップに関しましては，多分，各保健福祉事務所圏域でほとんどのところが作っていると思います。

ただそれががん患者さん固有なものかというと，なかなかそうではないと思いますが，サービス事業

所に関しても，そういったことが得手・不得手くらいの情報は県北でも県南でも多分持っていると思

います。ですからそこをどういうふうにリンクして現況の実績としてあげていくか，それこそ退院時

カンファレンスをどれくらい行って，どれくらいが在宅にいっているか，例えば仙南地域ではその数

値を保健所が全部集計しているのですね。ですからそのようなことも集めてみると出来るのではない

かと思います。 

 

久道先生 

 今の数値は「退院時サポートキット」にみんな記載されているのですね。例えば仙台市で在宅医療

をしているクリニックはどういうところがあるか，介護はどういうところがあるかとか，個人名で全

部記載されていますね，住所から電話まで。ですからそのような数値が出るはずなのですね。今おっ
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しゃられたようなことをまとめてもらえば，多分目標値は立てられると思います。現況がどうかとい

うことを先ず事務局で把握できますね。数値はありますね。 

 

事務局 

 介護保険の指定を受けている事業所とかがありますので，そこから拾えるとは思いますが，ただそ

の中でがんに特化した形で，いわゆる得意・不得意があって，そこがどこなのかということが拾い出

せないというような現実的な問題もありましたので，ここに数字として表すことがなかなか難しいと

思ったのですが，調べてみたいと思います。 

 

菅原委員 

 がんに特化したところが分かりにくいというのは一つあるのですが，一つの方法として拠点病院が

どことつながっているか，どこに患者を紹介し，ともに退院調整のカンファレンスをしたかという，

その種類と数が現状と３年後か５年後に拠点病院から紹介したり，つながった事業所なり職種なり数

が増えていれば，特にがんに限ってのことは抽出できるので，拠点病院が現在どういったところと連

携しているかという視点で聞き出して，その列挙の数が増えてくれば，体制の構築というのが数にな

って見えてくると思うので，拠点病院にそういった状況を聞いて数字を出すというのも，一つの方法

かなと思います。 

 

久道会長 

 それでは，時間がなくなりました。５分間くらい延長して最後までいってよろしいですか。 

 ４９ページの「４ がん登録の更なる推進」というのは，大体これでいいと思いますが，個別目標

が現況が４０で，期限が平成２９年度。これはどういう意味ですか。 

 

事務局 

 地域がん登録に報告ですとか，あるいは，対がん協会で出張採録に行ってデータをいただいてきた

病院数ということになります。 

 

久道会長 

 それを平成２９年度までにどうすればいいのですか。 

 

事務局 

 現況の４０より増やしていくという目標になります。 

 

久道会長 

 増やしたからいいというものではない。精度の高い登録をきちんと行うことが大事だと思います。

この辺後で気がつかれた方は連絡してください。 

 ５１ページの「５ 小児がん」，下の表に SMR と記載されていますね。この説明がないので，説

明を記載してください。後ろの用語解説に記載するより，ここに記載した方が良いでしょう。 

 それから，５３ページの「６ がんの教育・普及啓発」，これも個別目標が分からないですね。現

況が分からないから。２９年度までどのようにするのかということが分かりません。ただ，小学校・

中学校への教育ということはいつも話題になるのですね。国レベルでも話題になるのですが，縦割り
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行政でうんと言わないということがあるのですが，学校・教育委員会との関連でどうするかというこ

とを問題視して，指摘しておいた方がいいのかなと思います。結局厚労省担当の年齢になってからで

はダメなのですね。意識的に学校との関係を密にするとかね。 

 それから，５４ページの「７ がん患者の就労を含めた社会的な問題」，５５ページの「がんに関

する研究」，これは国では記載していますが，県では記載していなかったものを私から追加するよう

お願いして項目を立てました。もう少し文章を整理する必要があるような気がしますが。 

 それから，５６，５７ページ，「第５章 計画推進のための役割」ということで，この辺りはいか

がでしょうか。県民に期待される役割，医療機関等に期待される役割，行政の役割，ということでま

とめています。ワーキング部会でも議論されたと思いますが，ここで何かございますか。 

 

石岡委員 

 がん対策を推進するのに，医療を提供する側の視点は当然中心ですが，例えば市民や患者の役割と

いうのがないような気がするのですが。あ，記載ありましたね。見落としました。失礼しました。 

 

佐藤委員 

 ５５ページの「がんに関する研究」の中で，後段に福島原発についてのことが記載されています。

これはここにあっさりと記載されていますが，項目とか立てて記載した方が良いように思いますが，

その辺はどうでしょうか。 

 

久道会長 

 まだ整理されていないと僕が言ったのはその辺りのことなのですが。もう一つはこういうものまで

入れていいかという問題について御意見いただきたいと思います。この問題はがん対策だけではなく，

他の問題も含めてのことなのですが，委員会でもこの問題指摘されておりますのでね。この辺りは微

妙なところがあるのですけれども。ただ，がん登録をすることによって，特に甲状腺がんの後発，５

年後，１０年後，あるいは，１５年後にどうなるかということをモニタリングする必要があると指摘

されているので，それはがん対策に関係したがん罹患統計でしか出来ないだろうし，宮城県でなけれ

ば出来ないこと。ですから計画に加えたのですけれど。これは，今御指摘いただいたように項目立て

した方が良いかもしれないですね。ここはただ，だらだら記載している感じがしますので，直した方

がよいと思います。 

 さて，この協議会はあと何回…。パブリックコメントまでやらないのでしょう。 

 

事務局 

 １１月から１２月にパブリックコメントを行いまして，それを反映した形で１月に最終案を協議会

で検討する予定です。 

 

久道会長 

 色々指摘された分量が多く，今日の段階でパブリックコメントにこの案を出しなさいという案は出

せなかったので，今御指摘いただいたことも含めてなのですが，事務局で整理していただいて，それ

をパブリックコメントに間に合うように委員の皆さんに出していただいて。今日の２時間ではまとめ

きれませんでした。議長の不手際もありましたけれど，色々御意見や調査もありますね，それを早急

にまとめていただいて，今月半ばくらいまでに委員の方に出していただいて，１週間くらいで返事を
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いただいて，そして，最終的には，ワーキング部会長と会長，副会長に一任していただければいいか

なと考えています。それでは忙しい作業になりますが，事務局，それから委員の方々，御協力をお願

いしたいと思います。 

 時間が１０分くらい過ぎましたが，是非この場で言っておかなければということがございましたら

どうぞ。 

 

斎藤委員 

 仙台市でございます。意見は出せなかったのですが，受診率に関しましては，実は仙台市と同様の

政令市の会議等におきましても，この今の県と同じような出し方，それからがんの検討会で出してい

る，例えば要介護者を抜いたり，一次産業の人を数えたり，就業している人の割合を引いたりという

ような計算式が出ておりまして，これに基づいて計算しますと，仙台市では，県と同じ計算で行う子

宮がん検診の受診率が３５．某というのが，４２．いくらというふうに変わっていくのですね。乳が

ん検診では５０％くらい。これを以て，政令市ではこちらの数字にシフトして比較検討できるように

しようと議論しているところですので，受診率については計算式が三つあるということになります。

それから，県のプランの項目と目標値を合わせていただいていると思うのですが，国で示している項

目についての入り込みのところで，たばこの点とかも一つ，二つ検討いただいた方がいいかなと思う

ところもございましたので，後ほどお話ししたいと思います。以上です。 

 

石岡委員 

 がん対策に関連する条例を持つ都道府県が間もなく半数を超えるという状況ですが，宮城県は残念

ながら，がん対策推進協議会条例以外のがん対策の条例，例えば，禁煙対策といった条例はない。こ

れは議会，議員立法なのか，条例なのか，行政主導なのか，やり方はいくつかありますが，私は個人

的にはそういう時期にきているのではないかと感じております。是非県には御検討いただきたいと思

います。 

 

久道会長 

 半数超えているというのは聞いてなかったのですが，超えているのですか。 

 

事務局 

 がん対策推進条例は２０都道府県で制定しています。 

 

石岡委員 

 今計画中のところも含めると２４か２５になっています。 

 

事務局 

 和歌山県とかですね。制定済みは２０です。 

 

久道会長 

 そういうことは計画に記載してもいいですね。最後のあたりに条例が必要だと。 

 では，大分時間オーバーしてすみません。これで議事を終了とさせていただきます。事務局にお返

しします。 
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事務局 

 本日は長時間にわたり，御審議いただきまして大変ありがとうございました。以上をもちまして本

日の会議を終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。 


