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平成２４年度 第３回宮城県がん対策推進協議会会議録 

 

１ 日時：平成２５年２月１２日（火）午後２時５７分から午後４時５０まで 

２ 場所：宮城県庁行政庁舎 ４階 庁議室 

３ 出席委員（五十音順，敬称略） 

安藤ひろみ，大内憲明，太田耕造，西條茂，斎藤仁子，渋谷大助，瀬戸裕一，中山康子，

橋本省，久道茂 

 

４ 会議録 

 

司会（疾病・感染症対策室） 

 定刻前でございますが，皆様おそろいですので，始めさせていただきます。 

 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。 

 はじめに会議の成立について御報告申し上げます。本日の協議会には委員１５名中１０名の御

出席をいただいております。半数以上の御出席をいただいておりますので，がん対策推進協議会

条例第４条第２項の規定によりまして，本日の会議は有効に成立しておりますことを御報告いた

します。 

また，本日の協議会は，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き

ます。 

それでは，ただ今から，平成２４年度第３回宮城県がん対策推進協議会を開催いたします。お

手元に配布いたしました会議次第に従いまして進めさせていただきます。  

ここからの進行につきましては，久道会長にお願いいたします。 

 

久道会長 

それでは，本年度第３回になりますが，協議会を開催します。今回が第２期宮城県がん対策推

進計画を作成する最終回となっておりますので，是非まとめ上げられますように御協力をお願い

したいと思います。 

それでは，議事に入りますが，最初に（１）第２期宮城県がん対策推進計画（最終案）につい

て，事務局から説明をお願いします。 

 

事務局  

（【資料１～３】により説明） 

 

久道会長 

 事務局から，中間案に修正を加えたところ，パブリックコメントの御意見とそれに対する県の

考えの説明がありました。皆さんから御意見をいただくことになりますが，全体でやりますと尐

しばらけますので，章ごとに皆さんに御意見をいただきたいと思います。なければそのまますぐ

進んでまいります。 

 まず，１ページ目，「第１章 宮城県がん対策推進計画について」ということで，策定の趣旨，

計画の位置づけ，計画の構成等５項目にわたって記述されていますが，この辺はいかがでしょう

か。もういままで何度も直していただくところは直しているのですが。特に御意見ないでしょう

か。 

 なければ，「第２章 がんを取り巻く現状」というところで，ここは先程説明がありましたよう

に，新しい数値にかなり修正されています。罹患の場合ですが，平成１４年までのデータに平成

１５年から平成１９年のデータを加えているようです。数値のチェックは事務局でやっているの

ですね。そこまでやると大変ですので，そこは事務局にお願いします。ここはいかがですか。第

２章はデータを置き換えたということですので，特に御意見がなければパスします。 

 次に，「第３章 目指す宮城のすがた」で，これが宮城の特徴ある姿ということで，基本方針か
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ら重点的に取り組むべき課題，全体目標が記述されていますが，ここはいかがでしょうか。 

 パブリックコメントではたばこに関するものが一番多く，反対している人が多いのですが，ど

ういう立場の人かわからないですか，全体的な傾向として。 

 

事務局 

 個人です。文面から分かるのはたばこ小売業をやられている方，あとは普通の一般県民だと思

います。 

 

久道会長 

 これに関して，議会はどのような対応をしたのでしたか。 

 

事務局 

 中間案を保健福祉委員会に報告しておりますが，たばこの部分については特に御意見はござい

ませんでした。 

 

久道会長 

 第１期の時は議会の賛成派と反対派の両方から意見が出ましたよね。どのような取扱になった

のでしたか。協議事項にしたのでしたか。両方から意見が出たのでしたね。 

 

事務局 

 前回は，たばこに関しては数値目標の設定ということはなかったので… 

 

久道会長 

 設定しようとしたのですが，出来なかったのです。 

 

事務局 

 特別調査委員会が設置されましたが，たばこの規制を推進するという結論にはなりませんでし

た。 

 

久道会長 

 議会の御意見はなかったということでよろしいですか。 

 

事務局 

 今回，たばこの団体から知事に要望がございました。知事からは行政として強要するわけでは

ないので，１２％という目標はこれでおさめていただきたいというふうに返答し，それで相手方

は納得なさったわけではないですが，それで一応おさまったという形です。 

 

久道会長 

 そうですか。宮城県の喫煙率は全国的に悪いのですね。ですから国と同じ目標値を設定するこ

とは何ら違和感ありませんし，これでよろしいですね。 

 その他何か御意見ございませんか。 

 

橋本委員 

 前回も申し上げて，今議事録を出してもらい再確認していたのですが，３３ページのところ，

３２ページでもよいのですが，【宮城県／がん検診受診率（年齢上限なし）】とありまして，５５．

５％，６８．７％と並んでいますね。ところが，１８ページに【市町村の各がん検診受診率の推

移】とありまして，これは算定方法が違うとか母数が違うとか我々は理解できるのですが，これ

をぱっと見たときに，例えば平成２１年度の胃がん２２．０％，肺がん３９．９％と低い数字が
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先に出てきて，後に３２ページのところで高い数字が出ていると，算定方法の違いによるものだ

とは言っても，読む人はどうしてこんなに違うのか理解できないのではないかと思います。です

から，ここはきちんと説明した方が良いと思います。久道会長も前回はきちんと注釈をつけてと

いうことでした。３３ページに【受診率の算定方法】が記載されていますが，宮城県のがん検診

受診率と１８ページの市町村のがん検診受診率が大きくかけ離れているのが全然わからないです。

これは何とかならないでしょうか。 

 

久道会長 

 それは１９ページに記載されています。１８ページに従来の市町村がん検診の４０歳以上を分

子として算出した数字がありますが，これはかなり低いですね。これでは全国比較等ができない

ということで，１９ページに３３ページと同じ数字を説明した上で記載してあります。 

 

橋本委員 

 なるほど。 

 

久道会長 

 そこまで読むと分かるのですが，見ても分からない人はいますね。どうですか。ここまで書け

ば分かりますか。 

 

橋本委員 

 そう言われて見るとそうですね。１９ページは見落としていました。 

 

事務局 

 前回御指摘を受けまして修正した結果がこの記載となります。 

 

橋本委員 

 ここが前回と比べて変更になったのですか。 

 

事務局 

 はい。 

 

橋本委員 

 変更になったという記載がなかったので。中間案と最終案の対照表には記載されていない。 

 

事務局 

 対照表はパブリックコメントに出した中間案と今回の最終案との変更を記載したものですが，

パブリックコメントに出す前に変更修正したものです。 

 

橋本委員 

 そうですか。わかりました。 

 

大内委員 

１８ページと１９ページの読み方の中で，がん検診がいわゆる市町村事業といいますか，健康

増進法で定められた首長が行うべきものという位置づけのものが１８ページの表で，市町村のが

ん検診受診率。職域等も含めた受診率というのはなかなか把握できないので，宮城県独自に県民

健康・栄養調査の数値を使用しているのが右側。国から見ると国民生活基礎調査ですね。という

ことで，これはいつも問題になるのです。 

私も今，国の「がん検診の在り方に関する検討会」で扱っていまして，先週からがん検診の受
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診率向上という議題が始まったのですが，どの数値を使うか，つまり対象者は誰かということで，

市町村による検診だけでは働き盛りの方々が漏れるので，市町村による検診以外，特に職域にお

ける検診，さらには精度管理まで踏み込むべきという議論もあります。従って，この表の見方に

は注意が必要ですが，橋本委員がおっしゃるように一般の方が見て分かるような表現も必要では

ないかと思います。 

それからもう一点は，３３ページに記載されていますように，国のがん対策推進基本計画では，

第２期の中で，対象とする年齢階級が，子宮がんは除かれますが，４０歳から６９歳です。これ

が国の目標として定められていますので，この表の書き方は全年齢ではなくて４０歳から６９歳，

子宮がんは２０歳から６９歳というふうに書くべきではないでしょうか。 

 

橋本委員 

 そうするともう尐し分かるかもしれないですね。今読みましたが，１９ページの説明ではよく

分からない，一般の方が読んだときに。 

 

久道会長 

 今，大内先生が言われたように，１８ページの表は健康増進法に基づく市町村事業として行わ

れる検診の受診率で，そのことは文章の中には記載されているが，むしろ表に加えた方がいいか

もしれない。そして市町村だけでは算定不可能な職域で受診したがん検診受診者を入れた数値は

県民健康・栄養調査で把握された受診率というふうに，文章には記載されているが，表の表題と

して記載した方が分かりやすいのではないかしら。そして，そのことにより，１９ページの受診

率は１８ページの受診率より高くなっていますというような説明を追加してはどうですか。余白

がありますから。 

 

事務局 

 御指摘のとおりだと思います。県民健康・栄養調査の数値を先に，市町村事業の数値は後に持

ってきた方が誤解が尐ないだろうと思いましたので，順番を入れ替えさせていただきたいと思い

ます。その上で見やすくなるよう工夫させていただきます。 

 

久道会長 

 その方がいいですね。最近の国立がん研究センターが出す全国の検診受診率の棒グラフは，国

民生活基礎調査によって作成しています。各県のグラフや外国との比較はそのグラフを使用して

います。今，大内先生が年齢のことをおっしゃったけれど，国立がん研究センターではまだ年齢

の区別はしていないはずです。そこまでは無理ですね。間に合わないでしょう。すぐにデータ出

せないでしょう。 

 

大内委員 

 乳がんで出してもらったことがあります。県にデータがあります。年齢階級別に出せるはずで

す。 

 

久道会長 

 ありますか。２年毎に出ますか，国民生活基礎調査で。 

 

大内委員 

 国民生活基礎調査ではなくて，市町村事業で。１８ページの表の数字は，市町村から報告され

ますので，年齢階級別に分かります。 

 

久道会長 

 これね。 
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事務局 

 ３３ページの個別目標に記載しております。３２ページと３３ページでは数値が異なっており

ますが，３３ページの現況値は４０歳から６９歳，子宮がんは２０歳から６９歳で算出したもの

となります。大内先生がおっしゃったように，３２ページの受診率は年齢制限をつけたものに差

し替えさせていただきます。 

 

久道会長 

 そうですね。そうするとすっきりしますね。 

 

大内委員 

 話を戻して恐縮ですが，そもそも国が昨年６月８日の閣議決定で「第２期がん対策推進基本計

画」をまとめた時に，文言の最初のところに「がん検診については，市町村事業におけるがん検

診に加えて，職域についても…」ということがしっかり書かれています。最初の文言に書かれて

いるのに，実は，国の検討会で私が健康局長に確認したのですが，受診率のカウントの時に職域

も含めてカウントすべきでないかと申し上げたのですが，そうはいっても，一応健康増進法に基

づいてまずは出すということにどうしてもなってしまう。国としては全体を把握する術が国民生

活基礎調査しかないということが背景にあると思いますが，尐なくとも宮城県は先導して職域に

おけるがん検診も含めて正しい数字を出すべきだと思います。 

 

久道会長 

 第２期の計画から是非出してください。今のところよろしいですか。数値の入れ替えと順序を

逆にするところ。 

 

太田委員 

 順序を逆にしていただくのは正しいと思いますが，いかにも重要だというふうに，市町村事業

の方がたくさん資料がありますが，こんなにいらないのではないでしょうか。 

 

久道会長 

 何ページですか。 

 

太田委員 

 市町村の受診率の推移が山のように記載されていると，とても重要なイメージがある。２番目

の表くらいの数字で良いのではないでしょうか。何故毎年分記載しないといけないか。他が５年

分ならそれに対応した分で良いのではないか。大したことはないと示すために表を軽くしたらど

うでしょうか。毎年分記載されていると重く見えてしまう。 

 

久道会長 

 では，１９ページの表に合わせて５年おきの数値を記載することでいかがですか。毎年記載す

る必要はないですね。 

 

太田委員 

 毎年記載すると，こちらの方が重要に見えてきますね。見かけの問題ですが，印象としてはこ

ちらの方が重要ではないかと誤解されるおそれがある。 

 

久道会長 

 平成１２年，平成１７年，平成２２年を記載すればいいのではないですか。 
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事務局 

 市町村の報告は毎年出るので毎年数値が把握できる，県民健康・栄養調査は５年毎なので平成

１２年，平成１７年，平成２２年の数値しか分からないということです。 

 

久道会長 

 県民健康・栄養調査に合わせた年の数値のみ記載すれば良いですね。 

 

事務局 

 了解しました。 

 

久道会長 

 非常にすっきりしてきましたね。他にありませんか。今は受診率のところで大分修正がありま

したが，他にありますか。 

なければ，「第４章 具体的な取組」です。緩和ケアのところで大分修正がありましたね。皆さ

んから何か御意見ありますか。 

 

安藤委員 

 緩和ケアのところで，具体性に欠けるという県民の意見がわかりにくいのですが。 

 

久道会長 

 書きぶりを見ると同じ人ですかね。 

 

事務局 

 体制を整備しますとか体制を強化しますとか記載があるがその具体的方法の記載がない，ある

いはそれを評価する指標がない，という御意見です。 

 

久道会長 

 それは協議会でも随分議論しましたが，いいアイディアが出なかったですね。具体的な評価指

標とか。 

 

中山副会長 

 ひとつよろしいですか。４２ページのがん医療に専門的に携わる医療従事者の状況の個別目標

について，前回の協議会でも委員から御意見が出たと記憶しているのですが，平成２４年の全国

平均の２３６．８人と同水準にするという目標にしているのですが，平成２４年の数字を目標に

することの意味に根拠がないのではないかという意見があったと思います。県は，医療従事者の

数は西高東低という現状があるので，こういった目標でもいいのではないかという考えですが，

私も具体的にどういう人数が目標として適切かということはいいにくいのですが，西高東低だか

らという根拠を県民に申し上げるのは，今回のがん対策推進計画の在り方としては，県民の視点

に立った，当事者の視点に立った目標を立てるという姿勢にしていますので，西高東低だから平

成２４年の数字でいいというのはどうかと思います。パブリックコメントで具体的な提案があっ

た平成２９年の全国平均を目指すというのを目標にする方が良いのではないかというのが個人的

な意見です。この目標について先生方の御意見をいただいて，御検討いただければと思います。 

 

渋谷委員 

 平成２９年の全国平均はわかるのですか。 

 

中山副会長 

 わからないです。他の県と同じくらいは目指そうということです。 



 7 

 

渋谷委員 

 そうは言っても平成２９年の全国平均がどうなるかわからないので。分かっている平成２４年

の２３６．８人を目標にしようというのはそれなりに理由がある。何も西高東低だから平成２４

年にしたという意味ではないのだろうと思います。では，どれくらいがよろしいのでしょうか。

数字書けないですね。もっと具体的でなくなるような気がします。やはり数字はあった方が良い

と思いますし。その場合の根拠として，最低でも全国水準，＋αにするかはさておいて，いかが

でしょうか。 

 

久道会長 

 宮城県は全国平均を全て下回っているのですか。全国平均を全て下回っているのなら全国平均

を目標としても良いでしょうが。 

 

事務局 

 それは専門医毎に見た場合にということでしょうか。 

 

久道会長 

 現況は下回っているのでしょう。これだけじゃなくて他にも目標ありますね。特に緩和ケアに

関して。特に４５ページなど。 

 

事務局 

 緩和ケアに関しては，全国的に見てどうかという目標設定をしたのは，この専門的医療従事者

のところだけでございます。 

 

久道会長 

 そうですね。他の目標は増加なのですね。４５ページも４９ページも。でもこの程度しか書け

ないのですね。いかがですか。 

 

中山副会長 

 もう一言。これで良いというのであれば，これで良いと思いますが，県内の専門職が尐ないの

であれば尐ないなりの次の工夫を【取組の方向性】のところに一言加えた方がいいのかと思いま

す。４２ページの【取組の方向性】には東北大学の『東北がんプロフェッショナル養成推進プラ

ン』と宮城県がん診療連携協議会によるがんを専門とする医療従事者の育成体制の充実が記載さ

れていますが，もう一つ，現在専門の資格を持った人材が，組織の中だけではなく，より有効に

活用されるような体制整備ということを三つ目としてあげて，尐ないなりの工夫をしていこうと

いうことを出した方が良いのではないかと思いますが，いかがでしょうか。 

 

事務局 

 全国に比べて組織の中で働いている人でさえ尐ないという現状下で，その人達がさらに外に出

るという話には現段階ではなりにくい状況です。もっと人数が増えてきたら地域にという話にな

るのだろうと思います。と申しますのは，これは組織で育てていらっしゃるので，こちらから組

織の外に出て欲しいというのは時期尚早かなという認識でおります。ですから，養成して数が増

えてきた段階で地域に出ていただくということは考えられますが，現状では時期尚早と考えてお

ります。 

 

久道会長 

 そういうことでよろしいですか。 
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中山副会長 

 はい。 

 

久道会長 

 他にございませんか。 

 

太田委員 

 ４２ページの表は宮城県調べとなっていますが，日にちとかは記載されていませんが，何月何

日調べというのはどこかに記載されていますか。 

 

事務局 

 学会毎にばらばらですので，統一して何月何日ということは申し上げられないのですが。 

 

太田委員 

 専門医のことが記載されている本がありますね。専門医制評価・認定機構が毎年各学会の専門

医の数をまとめて出していますよね。それだと何年何月調べというのは記載されていると思った

のですが。これですと読んだ人が今か去年か一昨年か悩む気がします。それから看護師の専門や

認定も次々新しいのが生まれているので，それは看護協会が全て把握していると思いますが。 

 

久道会長 

 これは平成２２年のデータではないですか。 

 

事務局 

 平成２４年です。 

 

久道会長 

 では，カッコの中は平成２４年宮城県調べに修正してください。 

 

橋本委員 

 ４０ページの【個別目標】で口腔ケアの歯科医師が７拠点病院合計で１８７．１８人もいるの

ですか。 

 

事務局 

 ほとんどは東北大学病院です。 

 

橋本委員 

 東北大学病院の歯科医師を全て入れたわけですか。確かに「がん医療に専門的に携わる者以外

も含んだ数値である。」とは記載されていますが。それであれば事実に基づく数字ということにな

りますか。 

 

事務局 

 参考資料にございます。８０ページを御覧下さい。一番上の④の表になります。歯科医師の欄

を足し上げると先程の数字になります。 

 

橋本委員 

 東北大学病院がほとんどなのですね。他の病院は一人から二人なのですね。 
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西條委員 

 大学を除くと歯科医師がいるのは６病院中５病院。もちろん大学にはたくさんいますが，人数

はその程度だと思います。 

 それから，４２ページの（がん医療に専門的に携わる医療従事者の状況）の医師のところで，

各専門医の専門性はいいのですが，評価は別として，日本がん治療学会のがん治療認定医があり

ます。あれは各専門にいくベースとして認定医も加えた方が良いと思います。 

 それから，緩和ケア専門医はこの表では一人なのですが，緩和ケア専門医はハードルが高くて，

多分中保教授だけですよね。条件が厳しくて難しくてなかなか取得できない。一人というのは事

実なので出すのはいいのですが，宮城県に一人しかいないのかということになりかねない。取得

しようとしても簡単には取得できない。 

 

久道会長 

 これはゼロという県もありますよね。 

 

西條委員 

 あるでしょうね。 

 

太田委員 

全国で３９人ですから，行き渡らないでしょうね。 

 

西條委員 

 やはりがん治療学会の認定医の数は入れた方が良いと思います。 

 

太田委員 

 認定医は何百人という数になりますか。 

 

西條委員 

 がんセンターでも１５～２０人という数はいますから。県内では１００人は超えると思います。 

 

橋本委員 

 認定医については前回の協議会で私から申し上げましたが，石岡委員に専門医ではないという

ことではねられた経緯がありました。ですが，がん治療認定医は入れてもいいのではないかと思

います。 

 

西條委員 

 薬物療法専門医と比べたら専門性が低いと言われても仕方ありませんが，今ベースになってい

るのはがん治療学会の認定医ですので，数字は入れておいた方が良いと思います。 

 

久道会長 

 がん治療認定医だけ入れる？ 

 

西條委員 

がん治療学会の認定医は入れた方が良いと思います。 

 

久道会長 

 医師の場合は専門医しか記載されていないです。認定医というのがあるでしょう。大内先生，

乳腺外科はいかがですか。認定医ありますか。 
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大内委員 

 あります。 

 

久道会長 

 あるけど書かない。 

 

大内委員 

 ４２ページはがん対策のためですので，がん治療認定医は書くべきだと思います。専門医だけ

ではなく，認定医も極めて重要ですから。（がん医療に専門的に携わる医療従事者の状況）とあり

ますが，表現を専門等と工夫して… 

 

橋本委員 

 専門的は専門的でいいのではないですか。 

 

大内委員 

 専門的でもいいのですが，そこにこだわって認定医を外すということはいいのですが，がん治

療認定医は全体のベース，入口ですから，入れた方が良いと思います。 

 

事務局 

 この表にがん治療認定医を入れますと目標値として設定できなくなりますので，欄外に記載さ

せていたさきと思います。 

 

久道会長 

 欄外にどういうふうに入れますか。 

 

事務局 

 医師の欄の最後に「がん治療認定医」を追加して人数を入れます。そして合計には入れない。

合計に入れますと二重カウントになりますので，参考値という扱いでいかがでしょうか。 

 

久道会長 

 なるほど。 

 

橋本委員 

 他科にまたがるからね。 

 

西條委員 

 全国との比較は入っていない… 

 

事務局 

 全国の数値もひろってとなると，専門医と認定医を両方取得している方がいると二重計上にな

りますので。 

 

久道会長 

 では，そのような扱いで記入していただくということにします。他にございませんか。 

 

大内委員 

 先程，橋本委員が指摘された４０ページ，口腔ケアの歯科医師の数ですが，同じことが栄養管

理やリハビリテーションに関してもあって。「がん医療に専門的に携わる者以外も含んだ数字であ
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る。」と但し書きがあるので，説明はつくのですが，いかにも現状とはかけ離れています。今回構

成員の中に歯科医師会などが入っていなかったのでパブリックコメントで御意見が出たと思いま

すが。３９ページで口腔ケアや口腔の部分が下線を付されて追記されているのですが，口腔ケア

は歯科あるいは衛生を含めて入ってきていいのですが，がんに携わる方が一体どれくらいいるか

というと，わからないのです。非常に広めにとりすぎているのではないかと思います。さらに，

４７ページにも「在宅療養支援歯科診療所」とありますけれども，歯科医師会に配慮されるのは

いいのですが，全てががん医療と直結しているわけではないので，それでいいのか，改める必要

がないのかを御検討いただきたいと思います。 

 

安藤委員 

 関連で。４７ページの「在宅療養支援歯科診療所」というものの実態を今回初めて見たのです

が，実際県内でどれくらい登録されていて，どれくらい訪問診療されていてというデータは今ま

で伺ったことはないですね。私どもの現場では必ず歯科もチームに入っていることは事実なので

すが，改めてこのような診療所があるかどうか，どのような活動をされているかということがわ

からなかったので，県ではどのような考えでこれをお書きになられたのでしょうか。 

 

事務局 

 東北厚生局に届け出てある在宅療養支援歯科診療所という捉え方でおりました。 

 

橋本委員 

 何件くらい？ 

 

事務局 

 全体の件数までは確認しておりませんが，ホームページで見てあるのは間違いないと確認しま

した。 

 それから，先程大内委員から４０ページの歯科医師の数が専門外も含んでいるので実態を反映

していないという御指摘がございましたが，※印の後半で「歯科医師については，今後予定され

ている「医科歯科連携講習会」の開催状況を見ながら，「同講習会受講歯科医師」を参考指標とし

て追加することとする。」と記載しております。こちらの指標でしたら，一般の歯科医師も含んだ

数より専門性を有する者の数字が見えてくると考えております。 

 

久道会長 

 ４０ページの数字は変更しますか。 

 

大内委員 

 いえ，アンダーラインで記載されていますので。がん対策ではそこをきちんと。 

 

事務局 

 東北大学につきましては歯学部がある関係でものすごい数が計上されておりますので，ここだ

け異質だと思います。よろしければ東北大学の数を抜いて計算し，東北大学は別計で計算した方

が実態に合わせるという意味ではすっきりするのかもしれません。どちらがよろしいかは委員の

先生方の御意見に従いますが，東北大学だけが突出して多いというのは，歯科医師にしても歯科

衛生士にしても歯学部の関係だと思いますので，別計にするかどうか…。 

 

久道会長 

 このうち東北大学はどれくらい？ 
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橋本委員 

 東北大学は１８７人のうち１７９人いますから，せめて但し書きはしないと，この数値はどう

見てもおかしいですよね。ぱっと見ると，こんなにいないよねということになる。１８７の下に

但し書きをして，うち１７９人は東北大学と記載すれば分かる。 

 

大内委員 

 正確には覚えていませんが，東北大学歯学研究科・歯学部，それから大学病院にも１１診療科

に歯科が入っていますので，おそらく全員入れた数字ですね。医師に置き換えたら１，０００人

超えますね。これはもう実態からかけ離れた形です。 

 

久道会長 

 そもそも，何とか以外を含むと言ったとき，以外の方が尐ないのが普通ですね。以外がほとん

どを占めるというのは意外…。では，かっこ書きで（うち１７９．８人は東北大学歯学部）でよ

ろしいですか。 

 

西條委員 

 口腔ケアは予防歯科に入っているのですよね。 

 

大内委員 

 全員入っているわけではないと思いますよ。やっている方であればまだ良いですが。 

 

西條委員 

 そうですね。でもそれを言うとややこしくなるかな。 

 

橋本委員 

 数を出すのがややこしくなる。 

 

西條委員 

 でしたら，分けて記載していただいた方が良いと思います。 

 

久道会長 

 では，そのような記載でお願いします。 

 

橋本委員 

 先程出た４７ページの在宅療養支援歯科診療所ですが，やはり私はひっかかります。「在宅療養

支援診療所を中心に…」というところで，これを入れる程の重みがあるのかどうか。 

 

久道会長 

 これはパブリックコメントから入ったのね。 

 

事務局 

 はい。そうです。 

 

橋本委員 

 私もがんに携わっている者で，耳鼻科ですから，口腔ケアというのは特に大切なのですが，全

然知らないです。あくまでこれはがん対策推進計画なので，歯科診療所を入れるのは尐し違うか

なと思います。 
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久道会長 

先程安藤委員が言われましたが，実際にはやられているのですか。 

 

安藤委員 

 在宅療養支援歯科診療所は２４時間体制，一般の診療所は先生に時間外にチームに入っていた

だいて，私達が必要と判断した時は随時入っていただいています。ですから，２４時間３６５日

やっているか疑問だったのと，そこまでこだわらないのであれば，ここは歯科診療所としてはい

かがでしょうか。在宅療養支援でなくても歯科の先生は随時入ってくれます。 

 

久道会長 

 なるほど。 

 

安藤委員 

 歯科診療所とするとすっきりすると思います。 

 

橋本委員 

 それから，在宅療養支援歯科診療所でがんに携わっているのはそれ程ないと思いますので，こ

れをがん対策推進計画に記載すること自体おかしいと思います。ですから，歯科に対応するので

あれば，安藤先生がおっしゃった「歯科診療所」，「薬局，訪問看護ステーション…」と書けば十

分ではないかと思います。 

 

久道会長 

 安藤委員は「歯科診療所」とした方がすっきりするという御意見ですね。 

 

安藤委員 

 はい。ただパブリックコメントをいただいた方が… 

 

久道会長 

 歯科医師でしょうね。どうですか，事務局。 

 

事務局 

 歯科診療所にさせていただきたいと思います。 

 

久道会長 

 それでは，４７ページの上から４行目の下線のところは歯科診療所と修正していただくという

ことでお願いします。他にございませんか。 

 

渋谷委員 

 先程中山委員から御指摘のあった４２ページの【個別目標】で，「平成２４年の全国平均２３６．

８人と同水準にする」というのはいかがなものかということがありました。しかし，平成２９年

の全国平均はわからないということがあったのですが，もし入れるとすれば，「成２４年の全国平

均２３６．８人と同水準以上にする」とか，あるいは２４０人とか。どうせ根拠がないのであれ

ば，ある程度数字を入れるとか，よくわからない平成２９年の全国平均より良いと思うのですが，

中山委員いかがでしょうか。 

 

中山副会長 

 どういう形でも結構です。「以上とする。」という文言でも。尐しでも専門の方がいらっしゃる

と水準がぐっと上がるというのは，私は看護の世界ですけれど，認定看護師が県内でかなり増え
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たときケアの水準が上がったという実体験を持っていますので，尐しでも増えるようにと願って

の目標を具体的に立てていただければと思って提案しましたので，同水準より以上ということで

したら，まだ良いかなと思います。 

 

橋本委員 

 それだったら，もっと高くしては。平成２９年ですよ，今から４年ある。今若い人達は専門性

を大事にして，一生懸命取得しようとしています。専門医資格を取得しようという意欲はすごい

ものがあります。あと４年あったらかなり上がるのではないか。３００はほら吹き過ぎでしょう

が。せめて２５０人くらいにしておいた方が良いのではないですか，切りが良いところで。 

 

斎藤委員 

 伸びるという観点から考えられないでしょうか。例えば１０％増加させるとか。抽象的で申し

訳ないのですが。平成２４年の２３６．８人に対し，５年前がどのくらいだったか把握はしてい

ないのですが。先程２４０とか２５０とか数字が出ましたが，それなら１０％増加させるという

のはいかがでしょうか。伸び率というのはどれぐらいですか。伸び率で見るのも一つの方法かな

と思います。 

 

久道会長 

 どうしますかね。２５０人も３００人も全然根拠がない数字ですね。平成２９年の全国平均以

上にするというのはダメですか。数字が出なくてよく分からないけれど，毎年辺りを見ながら…。

これはどんな数字を入れてもピンときませんね。そもそも何人ぐらい必要なのですか。計算した

ら５年後にこれ位必要だ，その必要数を目標とするという方が良いのではないですか。必要数も

分からないでただ増やせばいいということにはならない。余ってしまってどうしようということ

になる。でも，それは分からないですね。 

 

渋谷委員 

 本当は各医療圏に何人以上というのを積算して，これ以上というのを目標にするのがよろしい

とは思いますが，当然東京のように大学病院がたくさんあるところは多いわけですね，考え方と

すると。東北地方は尐なくてもしようがないという気もしますし。本当にどれ位必要なのか…。 

 

久道会長 

 要するに，専門医，専門看護師など専門職の数でしょう。 

 

渋谷委員 

 各拠点病院に何人位必要なのでしょうか。 

 

久道会長 

 いいアイディアはありませんか。 

 

事務局 

 必要数というのは現状を把握できない，出来たばかりの資格などもありますし，現状では分か

りませんので，「平成２４年の全国平均２３６．８人と同水準以上にする。」ということで目標設

定させていただきまして，後は毎年の様子，人数の増え方などを見て，必要なら協議会に諮って，

目標を変えるなどで対応させていただきたいと思います。 

 

久道会長 

 同水準以上にすると。はっきりした数字は出ないですものね。では「平成２４年の全国平均２

３６．８人と同水準以上にする。」を目標として設定することにします。他にありますか。 
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中山副会長 

 ４９ページの「地域の医療・介護サービス提供体制の構築」の【個別目標】のところですが，

在宅療養支援診療所の数だとか訪問看護ステーションの数について，現況値とそれが増加するよ

うにという目標なわけですけれども，先程の大学病院の話と似通ってくることなのですが，おそ

らく仙台医療圏にかなりの数が集中していて，県北は数が尐ないという県の大きな課題がここに

含まれてくると思いますので，今回はこの形でよろしいかと思いますが，是非２７年度の評価の

時は数だけでなく，エリア毎の数を，例えば登米のドクターが栗原の端まで行くというのは現実

的には無理なので，それぞれの市の病院，診療所，ステーションの体制などを見ていただいて，

地域格差の問題点が浮き上がってくるような評価の仕組みを県庁の方々には取り組んでいただき

たい。平成２７年度は個別の地域にどう関わっていったらいいのかということが議論できたらい

いと個人的には思います。宮城県の場合，仙台医療圏とそれ以外では大きな課題の差があって，

やはりそこを具体的にどうしていったらいいのかというのは外せないと思います。今回はこれで

よろしいかと思います。今後の方向性として是非お願いしたいと思います。 

 

久道会長 

 そうすると，４９ページの上から３行目に「医療圏を越えて実現できるよう努めます。」という

文言がありますが，医療圏を４つに拡大しておいて，さらに「医療圏を越えて」という文言はど

うなのでしょう。医療圏内できちんとやれるよう努めますというのなら分かりますが。今の中山

委員の話ですと，医療圏毎に必要な数を整備するという発想だと思うのですね。それを医療圏を

越えてというと，発想としては正しくないのではないか。 

 

事務局 

 「医療圏を越えて」は削除させていただきたいと思います。 

 

久道会長 

 はい。そうしないと，首長さん方から異論が出ると思います。「…在宅医療・介護サービスを受

けられる体制を実現できるよう努めます。」と，これでいいですね。他にありますか。 

 

橋本委員 

 ４８ページの地図ですが，二次医療圏の再編は明後日決定されるはずで，まだ決まってはいな

いのですが，「以下のとおり再編されます。」という地図で，太線が昔の医療圏のままになってい

ますね。新しい医療圏で太線を引かないと分からないですよ。 

 

 

久道会長 

 これは直すのでしょう。 

 

事務局 

 はい。 

 

久道会長 

表は４つになっていますね。他にございませんか。 

 

太田委員 

 ５０ページでございますが，【取組の方向性】の４行目に記載されていますが，「院内・院外の

広報」とありますが，なかなか他の病院にかかっている患者様は，当院の広報不足もあるが，当

院が相談支援センターを持っていて，他の病院の方も来ていいですよということが分かっていな
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くて，なかなか他院から来られていないという現況を感じています。拠点病院だけの努力を「県

は支援します。」と寂しく記載されているのですが，全体としてそういうことをやっているという

広報に力を込めるということを記載できないのかという気がしますので，質問します。 

 

久道会長 

 先生，何かアイディアはありますか。 

 

太田委員 

 アイディアはないのですが。これは各個の拠点病院の努力なのですよね。 

 

安藤委員 

 先週，どちらから来たのか，県内のがん相談支援センターの窓口が書かれた大きなポスターを

配布してくださったのはどこですか。 

 

中山副会長 

 東北大学病院がんセンターです。 

 

安藤委員 

 これは医療機関だけの配布ですか。 

 

中山副会長 

 あと行政ですね。保健所。 

 

安藤委員 

 一般の方の目には… 

 

中山副会長 

 地域包括ケアセンターも配布しました。貼れるところがあれば，まだポスターありますので，

駅でもどこでも貼りたいのですが，ルートがないので。県庁の方から，ここに貼れると，多くの

方がいらっしゃる所を言っていただければ，貼りにまいります。 

 

久道会長 

 太田先生から御提案の５０ページの文章は… 

 

太田委員 

 県の広報誌に記載していただくとかそういうことも一つ。いろいろな手段を使って広報してほ

しいという気持ちで申し上げただけで，アイディアがあるわけではないのです。 

 

久道会長 

 文章はこれでよろしいですか。 

 

太田委員 

 はい。 

 

久道会長 

では，「県はこれを支援します。」という文言で，今おっしゃったようなことを具体的にして欲

しいということですね。 
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太田委員 

 はい。最後の数文字で終わらない何かもう尐し具体的な内容を。 

 

事務局 

 相談窓口につきましては，県のホームページに掲載しておりますし，拠点病院に任せて何もや

っていないということではございません。 

 

久道会長 

 県政だよりや市政だよりにのると，こういうのはとても効果があるのですよ。どこで知りまし

たと聞くとほとんどそうです。市政だよりが大きいですね。ここでは市は何もしないのですか。 

 

事務局 

 県の広報をもう尐し頑張ってくれというはもっともだと思いますので，県がもう尐し積極的に

関与できる部分と拠点病院にやっていただかなければいけない部分と分けて表現を工夫させてい

ただくということでよろしいでしょうか。 

 

久道会長 

 はい。 

 

中山副会長 

 パブリックコメントで御意見があって，私も同感なのですが，拠点病院の指定を受けていない

病院でかなりの数の乳がんの治療だとか，消化器の治療をされている病院があります。拠点病院

の指定を受けていない病院でもがん治療に特化した病院に対して，在宅療養支援や相談支援機能

が提供できるように，相談支援センターとの連携が今後進んでいくといいのかなと思います。拠

点病院の相談支援センターもお忙しいとは思いますが，地域にあるそういう病院との連携あるい

は広報をどんどんしていくということを取組の方向性の中に入れていただけるといいかなと思い

ます。 

 

斎藤委員 

 先程の市はというお話ですが，これは県だけではなく，県や市町村は積極的に相談支援センタ

ーの周知を図るなり，啓発するなり，という文言を入れるというのはどうですか。そういった情

報を必要とする方は各市町村にいるわけですので，ここに自治体，市町村を入れるというのはど

うでしょうか。仙台市は多分大学病院等もありますので，周知できると思いますけれども。 

 

事務局 

 おっしゃることは分かりますが，拠点病院が全くない市町村がございまして，そういう市町村

に広報を依頼するということになりますと，拠点病院がない，作ってくれという話になりますが，

現状は作れないので，ここのところ表現を考えさせていただきたいと思います。県だけでなく，

尐なくとも拠点病院がある市町村には広報をお願いする，あるいは拠点病院がない市町村でも広

報だけはお願いするということが上手く書ければいいのかなと思っております。方向性としては，

今委員が言われたようにしたいと思います。 

 

太田委員 

 私は拠点病院以外の病院にかかっている患者さんが知ってないといけないという意味で申し上

げたつもりなので，そこは誤解のないようお願いします。 

 

大内委員 

 斎藤委員と太田先生から御意見ございましたが，「拠点病院は，相談支援センターと院内診療科
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との連携を図り…」というこの部分だと思いますが，皆さんお分かりのとおり，拠点病院だけが

がんの治療をしているわけではございません。例えば乳がんですと治療の数で，原発性の手術で

最も多いのは東北公済病院で，４００例を超えて圧倒的に多いのです。しかし，拠点病院になっ

ていません。そういったことも配慮すべきだと思います。ですから，ここは「院内診療科のみな

らず地域病院との連携を図り」とかいう文言にしないと，取り組む方向性は見えない。 

 

久道会長 

 今の文章は何行目に入れたらいいのですか。 

 

大内委員 

 【取組の方向性】の三段目です。「拠点病院は，院内診療科のみならず地域病院との連携を図り」 

とする。 

 

久道会長 

 では，相談支援センターは削る？ 

 

大内委員 

 いえ，相談支援センターはここに入れてしかるべきですが，拠点病院の果たすべき役割という

ものがあると思います。それは拠点病院の中にとどまるだけではなく，県内全体にがん医療を行

っている病院ですね，疾患毎にばらつきがございますので，そういったことを考慮するに，他に

も例えば消化器がんとか呼吸器系のがんとかは拠点病院以外の病院でも数多く行われているので， 

そういうところにも配慮できるようにしておかないと県全体のがん患者さんの支援には及ばない。 

 

久道会長 

 では，事務局，文言よろしいですね。「院内診療科のみならす地域病院との連携を図り」と。 

 

事務局 

 はい。 

 

久道会長 

 他にございませんか。「第４章 具体的な取組」のところでいろいろ修正がありました。「第５

章 計画推進のための役割」，６１ページと６２ページはいかがですか。目次のページが違います

ね。６２ページと６３ページですね。ページ数ずれてます。 

 

中山副会長 

 目次のところ，「第３章 目指す宮城のすがた」のところも違っています。２０ではなく，２１

です。一度見ていただいた方が良いと思います。 

 

事務局 

 全部ずれていますので，直させていただきます。申し訳ございません。 

 

久道会長 

 はい。では，「第５章 計画推進のための役割」のところで何かございますか。ここは特に修正

は入っていないですね。タイトルの下線は何か項目が変わったのですか。 

 

事務局 

 いえ，違います。単なる強調です。 
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久道会長 

 参考資料は事務局でチェックしていただくということで良いと思います。 

 

太田委員 

 前に戻りますが，６１ページの「がんに関する研究」で，前回会長ががんの研究についてきち

んと書きなさいとおっしゃられたところですが，【現状と課題】と【取組の方向性】が一致してい

ない気がするのですが。課題と方向性がどう関連しているのか私には理解ができなかった。原発

のこととかにおわせながら，これと方向性は関係するのだろうか。実際はどういうことをするの

か分からなかったのですが。教えていただけませんでしょうか。 

 

久道会長 

 原発のあたりは記載する必要はないかもしれないですね。 

 

太田委員 

 前置きと方向性にどのような一致性があるのか，よくわからないのです。こういうことを研究

するなら研究するで意味のあることだと思いますが，大変なことですよね。福島県でやっていた

だく方がいいですね。 

 

久道会長 

 福島県はデータがないから出せない。 

 

太田委員 

 では，宮城県でやるしかない。 

 

久道会長 

 そう。だから言っていたのです。福島は今からがん登録やっても間に合わない。基準となるデ

ータがないから。 

 

太田委員 

 宮城県にはある？ 

 

久道会長 

 宮城県にはある。 

 

太田委員 

 では，取組の方向性に何か記載しないといけないですね。 

 

久道会長 

 でも，原発に絡ませて記載する必要はありますかね。 

 

大内委員 

 いや，記載されています。最後の方に「発がんの地域集積性等を解析し，その結果を広く県民

に…」と記載されています。甲状腺がんとかを想定しているわけですが。 

 

太田委員 

 「また，」以降ですね。 
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久道会長 

 その意味でがん登録が必要だということなのですが。 

 

大内委員 

 これは長期的な調査が必要だということです。それから，丸森町とか，地域の方でまだ不安で

いる方はいらっしゃいますし，実際に甲状腺がん等の検査も続けています。放射線の影響や線量

を測定するなど，県全体でやっているわけですので，私はこの部分はあった方が良いと思います。 

 

久道会長 

 原発も記載した方がいい？ 

 

大内委員 

 はい。 

 

久道会長 

 確かに丸森町の二地区は線量が高いということで関心を持たれて，有識者会議が作られたので

すが。それ以外にも県内で尐し高いところが５，６ヶ所ありましたね。そういうことも含めて，

精度の高いがん登録をやっていく必要があるということで，ここに入れてもらったのですね。そ

れなら良いですか。太田先生，いかがですか。 

 

太田委員 

 「上記提言」の提言がどれなのかよく分からないのですが。 

 

事務局 

 【現状と課題】の第二段落の「また，」のところで，「…有識者会議から…「がん登録の整備推

進」が提言されました。」と。それを受けての取組としては，という流れで続きます。 

 

太田委員 

 なるほど。【現状と課題】のまた，と【取組の方向性】のまた，が組み合わされているわけです

ね。理解しました。 

 

事務局 

 「有識者会議の提言」に書き改めて，分かりやすくしたいと思います。 

 

久道会長 

 その方がいいですね。間にいろいろ記載されているから。 

 

太田委員 

 納得しました。 

 

久道会長 

 「４ がん登録のさらなる推進」もどこの「４」か分からないですね。これも有識者会議で出

した提言の「４」でしょうから。急に「４」と出てくると分かりにくいですね。 

 

 

事務局 

 すみません。それは計画の４番，５３ページのことです。 
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久道会長 

 ページ数を入れた方がいいですね。有識者会議でもこういうことを記載していましたね。４番

目かどこかに。他にございませんか。全体に戻って結構ですから。先ず，目次のページと中身の

ページのチェックしていただく。他にありますか。 

 

大内委員 

 がん登録の推進については，何度も書いておりまして，２１ページの「目指す宮城のすがた」

の「基本方針」にもあります。次の２２ページの上段には「がん登録については，宮城県は古い

歴史を持ち，かつ，国際的にも高い評価を得ていますが，なお一層の推進を図ります。」とか，５

３ページにも同じような文言が記載されています。一方で，真ん中から下の方で，「…更に精度を

上げる余地が残されています。」と記載されているのですが，具体的にこれ以上推進するというこ

との対策については，どこで議論されるのでしょうか。 

 

事務局 

 がん登録の具体的推進については，宮城県新生物レジストリー委員会で議論して具体的にどう

進めていくかということを決定していくことになると思います。 

 

大内委員 

 私の理解では，レジストリー委員会では，いろいろな調査研究の申請があって，それを認めて，

データをフィードバックする仕組みであって，あるデータを使うだけだと思います。私が申し上

げたいのは，国でもまだ法制化されていないがん登録法，これを一歩踏み込んで，宮城県で何か

出来ないですか，ということです。例えば条例等で定めるとかですね。そういったことをしない

限りは，国の決定を待っているだけでは何も前進しないのではないか，宮城県は先頭を切って行

うべきではないか，ということです。 

 

事務局 

 個人情報保護法と個人情報保護条例というのがございまして，それにオーバーライドする形で，

県でがん登録条例を作れるかというと，そこは問題がありますが，条例の範囲内で今度の２月の

議会で住基ネットを使えるような形に条例改正をするということは考えておりまして，そういう

ところで尐しずつがん登録について県としての姿勢を示していくということで調整中でございま

す。 

 

久道会長 

 それは宮城県だけでやるのですか。全国ではやらないのですか。 

 

事務局 

 自治体毎に住民基本台帳法施行条例がございまして，その条例を宮城県は改正するということ

です。大阪などは既に条例改正して，住基ネット情報を県のがん登録で使えるようになっており

ますので，そこに合わせて宮城県も一歩進めるということでございます。 

 

久道会長 

 前進ですね。一方では法律が出来る可能性もあるので，それも注視していく必要はありますね。

それは記載する必要はないですね。 

 

大内委員 

 必要はないのですが，更に推進しますという文言だけで終わるのではなく，やはり目標がある

べきで，今回はいいですが，この次にはそれが出来るように仕組みとして作っておくということ

です。 
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久道会長 

 室長の発言が議事録として残りますので。他にございませんか。よろしいでしょうか。では，

いろいろ修正がございましたが，文言につきましては事務局と会長の私にお任せいただければあ

りがたいのですが。よろしいでしょうか。はい，ありがとうございます。 

 それでは，次に（２）その他について，皆様から何かございますか。 

 なければ，報告として，（１）第１期宮城県がん対策推進計画の評価について，事務局から説明

をお願いします。 

 

事務局  

（【資料４】により説明） 

 

久道会長 

 これは，事前に皆さんに渡してないですね。 

 

事務局 

 お送りしています。 

 

久道会長 

 評価の状況について，皆さん，いかがですか。何か御意見はないでしょうか。本当は一番大切

ながん予防のところで未達成が多いですね。今たばこ条例を出すかどうかということが聞こえて

くるのですが，何か動きはあるのですか。議長さん自ら張り切っているという話が聞こえてくる

のですが。 

 

事務局 

 現状で把握しているところでは，議員条例という形では用意されていないと考えております。 

 

久道会長 

 動きも感じられないですか。 

 

事務局 

いろいろ考えていらっしゃる方がいることも事実でございますが，具体的な動きにはなってい

ないと認識しております。 

 

久道会長 

 何かあちこちで発言はされているようなのですね。条例ができれば俺は止められるとか，ヘビ

ースモーカーが言っていますので。では動きとしてはまだですか。 

 

中山副会長 

 ９ページの緩和ケアのところなのですが，【目標の達成状況】で，真ん中から尐し下，「緩和ケ

アチームについては，…３医療圏においては整備されている。また，空白医療圏においては，仙

南圏域において設置している医療機関があり，アクションプランの目標である３医療圏の目標は

超えている。」というわりといい文言で評価されているわけですが，実際は，仙南は大丈夫だと思

いますが，栗原・登米・気仙沼はかなり厳しい状況だと，私は現場を歩いていてどうやっていっ

たらいいのだろうというお声を聞きます。ですから，この評価は評価でいいのですが，栗原・登

米・気仙沼についても何をしていくべきなのかということをここに記載すべきだと思います。見

捨てられているという言葉も県北の人からお伺いするので，そうではないということをきちんと

出して欲しいと思います。 
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久道会長 

 今の御意見なのですが，意見を入れたり，文言を修正したりできるのですか。それともどこか

に出してしまいましたか。 

 

事務局 

 いえ，これは本日の資料となっております。 

 

久道会長 

 資料ですが，直した方がいいのではないかという御意見，困っている医療圏について。 

 

事務局 

 ここは，今回の報告では修正していないといいますか，上書きしておりませんので，昨年度の

評価の時点からこのような形で報告させていただきました。拠点病院の指定要件である緩和ケア

チームの数で，アクションプランの目標である３つは達成したという事実を述べておるのですが。

確かに県北は拠点病院のない空白医療圏ですので，緩和ケアチームがないということになってお

ります。 

 

久道会長 

 これはどこかに報告するのですか。 

 

事務局 

 いえ，協議会用の資料として作成したものですので，どこかに報告ということはございません。

協議会に報告ということでございます。 

 

久道会長 

 そうですか。評価の手続というのはどうするのでしたか。たまたま協議会に出してということ

ですか，それともどういうふうに扱うのでしたか。 

 

事務局 

 以前はアクションプランを作って，厚労省に報告することになっておりましたが，その制度は

なくなりまして，独自に評価して反映させてくださいというスタンスになっておりますので，協

議会に御報告して，御意見をいただき，それを今後の施策に反映させていくという段取りになり

ますので，県北につきましても努力してまいりたいと思います。 

 

久道会長 

 国はもう評価のデータは把握していないのですか。そういう扱いでよろしいのであれば，今室

長が話したとおりでよろしいですね。 

 

中山副会長 

 今後に反映していただければと思います。 

 

久道会長 

 他に何か御意見ございませんか。それでは，よろしいでしょうか。この評価についても。 

 なければ，今日の会議で今年度の会議は終わりですので，私から一言御礼申し上げたいと思い

ます。先ず，長い期間にわたり，この第２期宮城県がん対策推進計画（最終案）を作るまでに御

尽力いただきありがとうございました。ワーキング部会の先生方は回数多く集まっていただき，

細かくチェックしていただき，大変御苦労様です。宮城県はがん対策先進県だと自負しておりま
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すが，実際のデータを見るとそうでもないなということが出てまいります。それでもで出来るだ

け宮城県が全国的にも先に進んだデータを持ちながら先進県だと言われるようにしたいと思いま

すので，今後とも皆様方にはよろしくお願いしたいと思います。皆さんのお力でこの協議会を何

とか進めてまいりました。今回もまとめることが出来ました。どうもありがとうございました。 

 

司会 

 委員の皆様，御審議大変ありがとうございました。 

 最後に，宮城県保健福祉部長の岡部より御挨拶申し上げます。 

 

岡部保健福祉部長 

 本日はお忙しい中を御出席の上，長時間にわたりまして御審議を賜りましてありがとうござい

ました。昨年６月の国の「がん対策推進基本計画」の変更を受けまして，７月以降，先生方には，

協議会３回，ワーキング部会２回，長い期間をかけて非常に熱心に御協議をいただきました。喫

煙に関する数値目標の設定や，「働く世代や小児へのがん対策の充実」など新しい課題への対応が

求められている状況の中で，長期にわたりまして熱心に御討議いただきまして，貴重な御意見を

賜りましたこと，改めて厚く御礼申し上げたいと思います。本日御審議いただきました内容，修

正等も行わせていただきまして，最終的には３月に計画を決定して，公表してまいりたいと考え

ております。今後は，この計画の理念や【取組の方向性】をどうやって具体化していくかという

ことが肝心なことでございます。国の予算を見ましても，緩和ケア体制の整備や先程課題にも挙

げました治療と職業生活の両立といった観点，小児がん対策については，一部新規事業も掲げら

れている状況でございます。子宮頸がんにつきましても，定期接種化の方向に進むということで

ございます。先程会長もおっしゃられたように，宮城県はがん検診受診率はトップクラスですが，

そういったものをその先の取組として，がん対策としてどうやって成果を上げていくかというこ

とが非常に大事な観点だろうと思っておりますので，今後そのような取組を進めていくに当たり

ましては，委員の先生方の御協力・御支援が非常に大事だと思っておりますので，今後ともいろ

いろ御意見を賜りまして，御支援をいただきますようお願いを申し上げまして，これまでの長期

間の御討議・御審議に対しまして御礼の御挨拶とさせていただきます。大変ありがとうございま

した。 

 

司会 

 以上をもちまして，会議を終了させていただきます。 

 皆様，大変ありがとうございました。 


