
平成２６年度第１回宮城県がん対策推進協議会会議録

１ 日時：平成２６年９月１７日（水）午後３時から午後５時まで

２ 場所：宮城県庁行政庁舎４階 特別会議室

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，呉繁夫，西條茂，斎藤仁子，佐々木

恵寿，渋谷大助，菅原よしえ，瀬戸裕一，髙橋修子，中保利通，橋本省，久道茂，細

川亮一，吉田久美子

４ 会議録

司会

それでは，時間となりましたので，平成２６年度第１回宮城県がん対策推進協議会を開催

いたします。この会議は，情報公開条例第１９条の規定に基づき，公開としております。ま

た，本会議の会議録につきましては，後日公開いたしますので御了承願います。

なお，大内委員，橋本委員，細川委員におかれましては，少々遅れるとのことで連絡が入

っておりますのでよろしくお願いいたします。

それでは，会議の開催に当たりまして，宮城県保健福祉部長の伊東より御挨拶申し上げま

す。

伊東部長

宮城県保健福祉部長の伊東でございます。

委員の皆様には，大変お忙しいところ本日の会議にお集まりいただきまして誠にありがと

うございます。また，日頃より本県のがん対策の推進はもとより，保健医療福祉行政全般に

渡って大変御尽力をいただいている事に，この場をお借りして厚く御礼を申し上げたいと思

います。

本県におけるがん罹患数を見ますと，約３割に当たる約四千人がいわゆる働く世代の方々

でございます。このことから，働く世代のがん対策は県民にとって重要な施策の一つである

と考えまして，第二期宮城県がん対策推進計画におきまして，重点的に取り組むべき事項と

位置づけ，その対策の充実を図ることとしているところでございます。

また，小児へのがん対策につきましても重点的に取り組むべき事項ということで位置づけ

ておりますが，小児がん拠点病院である東北大学病院と連携いたしまして患者やその家族を

支える取り組みを支援し，まずは県民の皆様に小児がんを知っていただくための普及啓発を

推進していきたいと考えております。

がんの普及啓発という点では，子供の頃から健康について教育することが重要であるとい

うことから，小中学校の現場におきましてがん予防やがんそのものに対する理解を深めるた

めにがん教育もこれからますます重要性が高まってくると考えております。

さらに，がんの予防だけではなく，がんの患者とその家族が可能な限り質の高い生活を送

ることができるようにするため，がんと診断されたときからの緩和ケアも必要であることか

ら，地域包括ケアと足並みを揃えながら関係者のネットワークを推進していく取り組みも重



要となってきているところでございます。

本日は，これらの課題につきまして，前回の協議会において御指摘をいただいた課題など

を踏まえまして御審議をいただくこととしております。皆様方には，がん対策の推進につき

ましてそれぞれの専門的な見地から忌憚のない御意見を賜りますようお願いをいたしまして

開会にあたりましての挨拶に代えさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたし

ます。

司会

部長の伊東でございますが，所用のためここで退席をさせていただきます。

（伊東部長退席）

司会

それでは，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。

次第の３にありますように，新任委員の御紹介をさせていただきます。これまで委員を務

めていただきました中山康子委員におかれましては，御本人の都合により辞任されました。

それに伴いまして，新たに「四つ葉の会」代表の吉田久美子様に御参加いただくことになり

ましたので，御紹介いたします。

「四つ葉の会」代表の吉田久美子委員でございます。

吉田委員

今回，このような大役を担わせていただくことになりました「四つ葉の会」代表の吉田久

美子と申します。

「四つ葉の会」は東北労災病院のがん患者会です。私は，定年退職まで４０年労災病院に

勤めておりました。私もがんサバイバーですので，在職中にがん患者会を作りました。退職

後は，東北大学病院がんセンターの包括的がん医療推進室でお仕事をさせていただいて，今

年で３年目になります。どうぞ皆様，よろしくお願いします。

司会

ありがとうございました。

それでは，以降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，議事に従って進行させていただきます。

まず，４の副会長の選任を行いたいと思います。先ほど事務局からも報告がありましたと

おり，副会長を務めておりました中山康子委員が辞任をされましたので，新たに副会長を選

任する必要がございます。副会長については，委員による互選となっておりますがいかがい

たしましょうか。

事務局としてはいかがですか。



事務局

事務局としては，当協議会発足時からの委員のお一人でもあり，現場での経験も豊かな安

藤ひろみ委員を提案いたします。

久道会長

ただ今，事務局から副会長として安藤委員の推薦がございました。皆さん，いかがでしょ

うか。

（承認の拍手）

久道会長

はい，ありがとうございます。異議無しとの声ですので，副会長を安藤委員にお願いした

いと思います。

では，安藤委員，副会長席へお移りください。

（安藤委員副会長席へ移動）

久道会長

それでは，御就任いただきました安藤副会長より御挨拶いただきたいと思います。

安藤副会長

在宅療養支援診療所で訪問診療を行っております安藤ひろみです。

このような席で久道会長のサポートというよりは，これからたくさんの教えを皆様方から

受けていければと思いますので，どうぞよろしくお願いします。

久道会長

どうもありがとうございます。

それでは，５番目の協議に入ります。「働く世代のがん対策について」を事務局から説明

願います。

（資料１－１，１－２について事務局説明）

久道会長

どうもありがとうございました。

大変盛りだくさんの事業が計画，実施されて，これまで働く世代のがん対策というのをあ

まりやってこなかったというのもありますけれども，２３項目のうち新規が１７と，実施す

るのは大変かと思いますけれども，既にやっているのもあります。こういった新しい取り組

みについて，皆さんから何か御質問や御意見をいただきたいと思いますが，いかがでしょう

か。



石岡委員

盛りだくさんの活動ということでお話しがありましたが，一つは拠点病院の役割が非常に

大きい。がん診療連携協議会が実施主体になっているところがかなりたくさんありましたの

で，西條先生が県の拠点病院の協議会の会長もされておりますけれども，我々拠点病院の立

場として重責だなと感じたところでございます。

第二期のがん対策推進計画の第五章，計画推進の役割というところを見ておりますけれど

も，県民に期待される役割というのは啓発活動以外はないと思いますが，その他に医療機関

に期待される役割として，医療機関というのはがん診療連携拠点病院とその他の医療機関と

なっている。実際は，その他の医療機関というのはどのような役割を果たすのかというとこ

ろがよく見えていない。拠点病院に来る患者さんは，確かにがんの患者さんでは多いと思い

ますが，実際にはそれ以外の方も拠点病院以外の病院もがん診療に関わっておりますし，こ

のような就労に関わるような，働く世代の問題というのは，必ずしも拠点病院だけの問題で

はないので，その他の医療機関に何らかの役割を持たせるような計画が望ましいのではない

かと感じました。

また，同じ役割の中に医師会等というのがありまして，当然医師会や歯科医師会，薬剤師

会，看護協会ということがこの第二期計画には書いてあるのですけれども，そういったとこ

ろにも何らかの一定の役割を担ってもらうような活動内容になると，より効果的にこういっ

た広報等に役立つのではないかと考えました。

県の役割，市町村の役割，検診機関の役割といったところは，おそらくこういった中に入

ってくるのかと思いますが，私が今申し上げた，職能団体である医師会等，それから拠点病

院以外の医療機関が広報やこの中に書かれた様々な活動の一翼を担える部分があるのではな

いかと感じました。以上です。

久道会長

どうもありがとうございます。

関連して何かございますでしょうか。石岡先生の話に加えまして，具体的な実施方法の中

で休日夜間外来というのがありましたが，実際，ただでさえ医師が不足しているのに休日あ

るいは夜間の外来，がん治療のため，放射線もそうだと思いますが，そのような患者さんの

要望に応えるのは大変なのではないかと思うのですが，がんセンターなどではどうなのでし

ょうか。

西條委員

相談支援センターで就労支援が少ないということですけれども，ハローワークという名前

を出したとたんに，月に三回行っている相談支援が毎回ほぼ満員になるくらいで，ハローワ

ークの力というのは凄いものだなと。やはりがん患者さんは就労に苦労しているのだという

のがわかりました。

それから，久道会長がおっしゃいました，がんセンターでどのようなことができるかとい

うことで，休日の化学療法というのは，やはり医者だけではなく総動員になってしまいます

のでなかなか厳しいのですね。それから，色々と相談をして実施しようとしているのは，時



間を延長して，夜の７時，８時まで外来化学療法を行うとか，放射線治療も引き続き行える

ようなことを考えております。最初に病院の規則を改訂して，診療時間をずらすなどの状況

に対応できるように備えております。

おそらく治療を受けている皆さんは，みんなが働いている時間帯に休むというのは抵抗が

あるのですね。皆さんが望んでいるのは，仕事が終わった後に堂々と通院できるようにして

欲しいということだと思いますので，そのような環境作りをしてあげるのがいいのかなと思

います。

久道会長

ありがとうございます。

他には何か御意見等はございませんでしょうか。

橋本委員

宮城県医師会の橋本でございます。

資料の第１ページ目に「女性のための健康・美活 talk」とありまして，500 人もの集客が

あったということですけれども，これはおそらくアフラックあたりが企画を持ち込んだのか

もしれませんが，これの年齢層が２０代，３０代，４０代と若年層が多い。すなわち，これ

から働き手として女性の働き方というのは非常に大きな問題でありますし，なおかつ女性の

がんへの取り組みは非常に重要になってきておりますので，こういう企画がもっとできれば

という感じがしました。ネーミングが良かったのかもしれませんけれども，がんというのを

あまり表に出さないで美活と書いてあるので若い女性が集まったのかもしれません。でもこ

れは一つの考え方で，非常にいい取り組みかなと思いました。ですから，このようなことを

やるときに，「検診は大人のたしなみ」というようなことも書いてありますし，そのような

ところでＰＲをしていくというところで，もっと色んな企画をやっていければいいのかなと。

500 人という集客は，この手の健康に関する企画では抜群の集客力だと思いますが，これは

どこが企画を持ち込んだのですか。

事務局

橋本委員の御推察のとおりアフラックが 40 周年記念ということでこちらに企画を持ち込

まれまして，広報につきましても河北新報社の方で新聞に掲載していただきまして，このよ

うになったと聞いています。

橋本委員

この行事にはがん対策推進協議会は関係しておりませんよね。もっとこのような行事に関

係してもいいのかなと思います。

久道会長

他にございますか。

はい，菅原委員どうぞ。



菅原委員

７ページのピアサポーターのところなのですけれども，ピアサポーターが活躍できる場を

がん診療拠点病院で提供するというようなことが計画としてありますが，ここのところは県

でこれまで患者会を作り，増やすという支援をずっとされてきたので，その繋がりで患者会

の中でそういうピアサポートの活動をするグループなり人を育てるという支援を続けてして

いただきたいなと感じました。実施主体のところに拠点病院とがん総合支援センターだけで

はなく，県も患者会のサポートの続きとしてぜひ力を入れていただければなと思います。

久道会長

要望なのですが，県は何かありますか。

事務局

宮城県がん総合支援センターが実施主体として書いてありますが，県の委託事業として県

が支援しているということで御理解いただきたいと思います。宮城県対がん協会で実施して

いますが，県の方で委託している事業でございます。

久道会長

よろしいでしょうか。

ところで，患者会の会員を増やすときにはどのような形で声がけをするのですか。この方

ががんの患者であるという事は，同じ病院であればわかるかもしれませんが，例えば吉田委

員のところにそのような病名の患者さんの情報をどうやって手に入れて声をかけるのか。個

人情報保護の問題もあって，こういった患者会を作る，あるいは会員を増やすのに難儀して

いるところもあると思うのですが，いかがですか。

吉田委員

患者会の存在を患者さんに知っていただくということも難しくて，なかなか広がっていか

ないのですね。私たちは月に１回，それから仕事の関係上，宮城県の中に２７のがん患者会

があります。そのがん患者会の皆さんの集まりを年に３回ほど開催して情報交換会をやって

います。ただ今，ピアサポーター研修のことが出ましたけれども，私たちの仕事も昨年から

ピアサポートの研修を年に１回，去年は１回やりました。今年も１回開催しております。こ

の要望は宮城県の患者会の中ではとても大きいのですね。私たちの意図するところは，それ

ぞれの患者会は独自にエネルギーもありますけれども，患者会によって癖もあるのですね。

がんのピアサポートというのは，どういう目的でやるのかとか，厚生労働省でマニュアルを

作りましたので，それに基づいてやってきました。患者さんたちにとっては，がん患者会に

一歩足を踏み出すということがものすごく勇気がいることなのですね。知ってはいるのだけ

れども，そこまで自分の気持ちが持ち上がらないということで，これは私の感じなのですけ

れども，病院の中で看護師の方が一番患者さんとの関わりが強いと思うのですけれども，患

者同士でなければわからない気持ちの共有というのは，病院の中で身近にいる看護師や医療

職の方々が「こういう患者会があるのだけれども行ってみませんか？」という声がけをして

もらうのも一つかなと思います。口から口で仲間を連れて行くというのが今の状況です。



久道会長

髙橋委員は何かないですか。

髙橋委員

今，吉田委員の方から患者会の話がありましたけれども，私の「りんりんの会」でも同じ

感じでして，患者会の会員を増やそうという意識だけではなく，今，困っている患者さんが

いたら，その方にケアをしてあげたい，同じ病気の先輩として生活上のアドバイスなどをし

てあげたいというのが一番なのですね。スタイルとしては患者同士の支援という形として患

者会なのですが，私の方は大崎市民病院に御協力いただいてまして，主治医から例えば今，

告知直後で悩んでいらっしゃるというときに，そのような患者会があるから行ってみたらど

うかということを、主治医や看護師さんに声をかけていただくということで吉田委員と同じ

なのですが，まず最初に患者さんが患者会に電話相談してみようかとか事務所に相談に行っ

てみようかとなり，その後に定例会などに参加してみようと思う，そのような前段階があっ

て患者会に入会するという部分で，やはり最初の受け入れが必要だと思います。

久道会長

はい，ありがとうございました。

他に何かございませんか。また何か御意見がありましたら振り返ってお願いします。

それでは，今日は盛りだくさんとなっておりますので先に進めます。（２）の「がん教育

について」を事務局からお願いします。

（資料２について事務局説明）

久道会長

ありがとうございます。

それでは，がん教育に関することで皆さんから御意見をいただきたいと思いますが，何か

ありませんでしょうか。

この教材の編集というのは終わったのでしょうか。それともこれからですか。

事務局

これから３回程度を予定しております。

久道会長

この資料の「小学校健康教育資料（写）」ですか。

事務局

そちらをベースにさせていただいて，宮城県版のものを作るというイメージでおります。



久道会長

これは厚労省で作ったものなのですね。

事務局

厚生労働省のがん研究助成金で作ったものです。

久道会長

安藤副会長，何かございませんか。

安藤副会長

第１回目の会合が１０月９日の予定なのですけれども，私も先ほど伺ったのは，どこに目

標を置くのか，要するに，小学生中学生にわかりやすいものにしないと，教育の一翼は担え

ないと考えています。もう一つは，これをどういう言葉で伝えるのか，誰が伝えるのかとい

うことです。学校の先生，教育主事の先生たちが学校の教育現場の中で実際に，もしくは自

分たちが預かっている児童，生徒の中の親御さんたちでそういった事例があって，相談を受

けたことがあるのか，といったことも頭に入れてお話をしなければいけないのか。あとは，

非常に問題になっている，成人する前のお子さん達の「生きる」ということ，自分の命の重

さということも入れてあるのがいいのかどうか。こういう，どこにポイントを置いて宮城県

らしいテキストが作れるのかというところをどのようにお考えか，ということについて皆様

方から伺ってから，と考えておりました。

久道会長

編集委員には，宮城県教育庁の方も入っていますよね。そういった方からの意見も聞いて

おりますか。

事務局

今のところ，教育庁として「こうしたい」という意向はございません。

久道会長

学校ではこれを誰が教えるのですか。

事務局

来年度以降，今やっておりますように，全県で１２校程度のがん教育の出前授業を宮城県

対がん協会に委託して実施しているところでありますが，これを平成２７年度以降も実施し

て，そのときのテキストとして使うというのがまず一つございます。ゆくゆくは，各出前教

室によらずとも，各教育現場で活用できるような形に持って行ければと思うのですが，一足

飛びにというのは無理ですので，まずはこの委託事業のテキストとして考えております。

久道会長

こういう教育を担当するのも養護教諭の仕事ではないのですかね。どうなのでしょう。



事務局

編集委員に市立小学校の養護教諭の方が出ておられます。やはりこの辺は養護教諭の所管

ではないかと思っているところです。

久道会長

このがん教育についての御意見を皆さんから伺いたいと，安藤副会長がお尋ねですので，

何か御意見ございませんでしょうか。

石岡委員

以前，県の方からも相談を受けたことがあるのですが，小学生を対象にしているというこ

とですが，全国的に見ると中学生，県によっては高校生を対象にしているところもあります

が，宮城県はなぜ小学生を対象にしたのか，という理由付けについて説明があってもいいか

なと思いますが，いかがでしょうか。

事務局

小学生を対象にしたというのは，小さい頃の生活習慣ができあがってしまう前に教育する

というところで，がんの予防というところでは小学生をターゲットにしたところでございま

す。

久道会長

よろしいでしょうか。

石岡委員

はい。

久道会長

では，他にはございませんか。

呉委員

この授業を小学校，中学校に来ていただいて，肥満でがんになるというようなことをお話

になると，小児がんの方に「あの子は太っているからがんになったんだ」という間違ったイ

メージになりやすいです。周りのお子さんががんになっている理由と，大人ががんになって

いる理由は違うのだということをはっきり書いていただかないと，それでなくても排除され

やすいお子さん達ですから，自分の不摂生とかそういうことでがんになっているわけではな

いので，その点ははっきり書いていただきたいなと思います。

久道会長

その辺については，編集の時に監修・チェックをしていただきたいと思います。

他にはございませんか。



中保委員

４の「関係団体との連携」のところで御紹介いただきました「仙台ターミナルケアを考え

る会」なのですけれども，この団体は２５年前に設立されまして，吉永馨先生が会長を務め

ていらっしゃる市民団体であります。今年度は，中学校で２回ほど出前授業を行うことにな

っており，次は１０月に予定しております。

もう一つ，資料に書いてあります「住み慣れた我が家で」という冊子を作成しました。こ

れを「がん情報みやぎ」へ掲載検討となっておりますけれども，事務局の方に依頼が届いて

おりまして，掲載させていただく方向で検討しておりますことを御報告させていただきます。

久道会長

はい，どうもありがとうございました。

他にはございませんでしょうか。

石岡委員

情報なのですがいいでしょうか。

久道会長

はい，どうぞ。

石岡委員

まだ決まったわけではないのですが，文部科学省の医学教育課，これは大学，高等教育を

主に担当しているのですけれども，この中に宮城県で私が担当しております，がんプロフェ

ッショナル養成プランというのがありまして，現在二期目なのですけれども，三期目に文部

科学省もがん教育を入れようかという話が出ております。医学教育課は，先ほど申し上げた

とおり高等教育で，初等，中等教育とは直接関係ある部署ではないのですけれども，目標と

しては，国民全体へのがん教育，あるいは初等，中等教育へのがん教育ということも意識し

た形で概算要求を行いたいということで話がありましたので，情報提供としてお話しさせて

いただきました。

久道会長

はい，どうもありがとうございます。

他にいかがでしょうか。無ければ次の議題の「小児がん対策」に進みます。事務局からお

願いします。

（資料３について事務局より説明）

久道会長

どうもありがとうございます。

国際小児がんの日というのはいつからあったのですか。



事務局

すみません，いつからというのはわかりません。

久道会長

呉先生，ご存じないですか。

呉委員

すみません，わかりません。

久道会長

私も初めて聞いたのですが，去年もあったのですよね。どこで決めたのでしょうね。

小児がんの相談窓口というのは，拠点病院などにあるのでしょうか。

事務局

東北大学病院には，小児科にあるという話を聞いております。

呉委員

窓口はがん相談窓口というのが東北大学病院の１階にあります。こちらに連絡があります

と，小児科の方に繋いでいただく形になっておりまして，そこで主治医なりケースワーカー

が対応するということになっております。件数が大人と比べると圧倒的に少ないですし，専

門知識を持っている方も少ないですので，医者が対応しないと難しいということでそのよう

な形態を取らせていただいております。

久道会長

主治医の方が対応するという話ですけれども，他の病院でかかっている小児がんの患者と

いうのは少ないのですか。

呉委員

県立こども病院と大学病院の２箇所でしか小児がんは扱っていないので，そこで相談を受

けるという形になっております。

久道会長

年間どのくらいの相談件数なのですか。

呉委員

相談件数自体は，記録などを付けておりますが，非常に少ないのですね。実際にはやはり，

入院されている方が廊下などで医者に直接話をするとか，そのようなフェイス・トゥ・フェ

イスで解決されているというのが多いと思います。

ただ，体制作りというのは非常に重要だと思いますので，拠点病院に指定されてから，臨



床心理士とか対応する人間を確保してはあります。

久道会長

子供が単独で相談に来るということはないのですよね。親と一緒じゃないとそのような相

談をするのは難しい。

呉委員

難しいですね。高校生くらいだとあるのかもしれないですけれども，実際にはそのような

ことを吸い上げていないだけかもしれません。もう少し話しやすい環境を作って，患者さん

から直に相談を受けるというのが一番理想なのかもしれません。

久道会長

何か他に小児がんについての御質問はございませんか。

それでは，次の項目に入ります。４番目の緩和ケア対策について，事務局からお願いしま

す。

（資料４について事務局より説明）

久道会長

本県の在宅看取り率というのは，安藤副会長にお伺いしますが，全国より高いのですか，

低いのですか。

安藤副会長

全国平均を上回っていると聞いております。１３％くらいということです。ただ，本県全

部で括ってありますが，仙台市の中央が非常に高くて，しかも療養支援診療所をやっている

先生の周辺が非常に多くなっておりまして，県北は少ないという現状です。やはり，ドクタ

ーと訪問看護ステーションが整備されているところでは，パーセンテージが上がっていると

いう話を聞いております。

久道会長

がんだけでなく，在宅看取り率が高いのが沖縄で，在宅看取りをする文化というか風土が

あって，沖縄が非常に高いということを聞いたことがあります。

この在宅看取り率について何か御意見ありませんか。ターミナルケアの問題で関わりが出

てきますよね。在宅医療の数が増えているから，宮城県の在宅看取り率が上がっているので

しょうか。

中保委員

宮城県の中でも青葉区が突出していて，１８％くらいのがんの在宅看取り率になっており

ます。非常に熱心なドクターが数名いらっしゃるというのが大きいのではないかと思ってお

ります。



久道会長

緩和ケア対策について，他にないでしょうか。

安藤副会長

追加の情報なのですが，３のがん患者・家族支援対策の仙南地区在宅ホスピスケア連絡会

の研修会なのですけれども，９月２０日土曜日の２時から行われる予定となっております。

中身は口腔ケアと書いてございますが，みやぎ県南中核病院の歯科の先生，それから在宅で

訪問歯科診療をなさっている先生，その両方から意見を伺って，今回は一般向けというより

は，地域でエンドユーザーのそばにいる事業者たちが入って聞いてくださるというような内

容を予定しております。その後には，登米地域で行ったような寸劇方式の一般市民に向けて

のアピール，非常にレスポンスが良かったと伺っておりますので，当地域では２回にわたっ

て行おうという計画をしております。

久道会長

口腔ケアについては，国立がん研究センターの研究班の報告でも，口腔ケアをきちんとや

ると患者さんの予後に非常に良い影響を与えるという結果が出ているのですけれども，細川

委員，何かありませんか。

細川委員

歯科に関しては口腔ケアというか，経口摂取を可能な限り長くできる体制をいかにして組

むかということを核に考えております。もちろん口臭の問題でありますとか，口が渇きすぎ

て会話がしづらいといった問題がございますので，こういった問題に県内くまなく対処でき

るように歯科医師会と協議をしております。

久道会長

歯科医師会として，何か在宅のがん患者さんに対して色々なサービスをするとか，そうい

った事業はあるのですか。

細川委員

在宅介護という観点からは，事業は進んでいるのですが，がん患者さんに対してという特

異的なところは，まだ事業としてはできてません。ただ，今年度の消費税増税分で予算が認

められそうなので，そちらの方で事業を組む予定としております。

久道会長

他に何か，はいどうぞ。

石岡委員

先ほどの在宅看取りとの関係で，在宅看取り率が全死亡数で老健施設，老人ホーム，自宅

での死亡ということでありますが，おそらく老健施設，老人ホーム等のいわゆる施設での在



宅死，これが増えてきているのかどうかということや，あるいは，全死亡数に対する本県の

がんによる死亡数の割合は増えてきていると考えられますので，実際の在宅看取り率が増え

てきているという，この増える割合が思った方向に行っている為に増えているのか，例えば

がんの患者さんが全体として増えているので，割合も増えているのかといった分析が必要に

なってくると思います。そういった傾向についての全国との比較というのはあるのでしょう

か。

久道会長

これについて誰かわかりませんか。老健施設で亡くなられた方も在宅看取りになるんです

ね。この辺は変と言えば変な感じはしますけれども。

事務局

実数でいいますと，老健施設はここ数年で極端に増えているということはございませんで，

平成２３年度の数字でございますが，４７人。老人ホームで亡くなった方が６６人で，自宅

で亡くなっている方が平成１８年に４９３人だったものが，平成２３年に７０６人となって

おりまして，自宅での死亡が多くなっているのではないかと思われます。

久道会長

わかりました。

石岡委員

もう一つよろしいでしょうか。宮城県全体の死亡数に対するがんの死亡数が増えているの

ですね。ですから，全体のがんで死亡する数が増えているのと，在宅で死亡した人がどのく

らい増えているのかということの関係がわからないと，在宅での死亡に誘導できているかど

うかというのがよくわからないのではないかと申し上げたかったのです。

久道会長

そこまでの資料はないのですか。

事務局

すみません，資料としてはそこまでは用意しておりません。

久道会長

在宅看取り率の定義というのはどこで決めたのでしょうね。厚労省で決めたんでしょうか。

事務局

在宅看取り率については，死亡した場所を死亡診断書に書くようになっているのですが，

そこの区分で老健施設，老人ホーム，自宅で亡くなった方の数が，がんで亡くなった全体の

どのくらいかというところで，在宅看取り率というのを出しているので，割合として増えて

いるということは，自宅で希望される方がそのような支援を受けているのかなということは



考えられます。

久道会長

これはがん患者の在宅看取り率ですね。

事務局

全部含めた疾患の在宅看取り率というのもあるのですが，これはがんの患者さんというこ

とです。

久道会長

この全死亡数というのはがん以外も含まれるのですよね。

安藤委員

そうです。それだともうちょっと高くなります。

石岡委員

懸念要因としては，在宅を行う往診に関する診療報酬の加算が，一部の条件においては減

額されて，先の４月の診療報酬改定がこういったがん診療にも影響を及ぼさないといいなと

思います。

久道会長

点数が下がればたぶん影響するでしょうね。

それでは，全体として１番目の働く世代のがん対策から緩和ケアまで４つの項目で色々と

事務局から説明をいただいて，質疑応答を行いましたが，全体を通じて何か御質問や御意見

はございませんか。

太田委員

当院の相談員から悩んでいることなどを聞いてきたのですが，資料１－２の５番目の「企

業における取組」のような，雇用に関係する事業所への対策というのが書かれて，このよう

な状況で対策をされておりますけれども，実際現場で何が困っているのかというと，企業に

ちゃんと勤めていて，健康保険がちゃんとある人たちは支障がなく就労できているところが

あって，むしろ，非正規雇用のような健康保険がきちんとされていないような方々に対する

就労の支援が非常に難しいということをおっしゃっております。非正規雇用という方々への

対策というのが，この中に盛り込まれてないのではないかなと印象を持っております。そう

いう所も先ほど実態調査をやるということになりましたが，実態調査で浮かび上がってくる

のではないかと思いますけれども，非正規雇用者への対策というものも何らかの形で盛り込

んでいただけないかというのがありましたので，お願いしておきたいと思います。

もう一つは，県の条例を作っていただきたいということです。他の県の条例を先ほど紹介

していただきましたが，宮城県の場合はこういった条例がないということで，条例の中に，

岩手県などでもがんの患者を雇用するというような文章がきちんと書かれておりますけれど



も，障害者雇用の場合は，国が目安を持って雇用しなければいけないというのを書いてあり

ますけれども，がん患者さんの雇用というのも，そのような目標値を設けるような，あるい

は継続雇用をしたり新規雇用をした際に特典を与えるとか，採用しない場合のペナルティを

設ける，といったものも大変助かるのではないかということで，県の条例にできるだけ雇用

の促進を入れて作って欲しいという意見を預かってきましたので，発言させていただきまし

た。

久道会長

ありがとうございました。

最初の要望は，非正規職員についてのことも入れて欲しいということですね。それから，

条例の件は，取組の方向性のところで，県条例の検討をこれからやるのだと思うのですけれ

ども，連携先が県議会となっておりますが，何か議会の議員の中で動きはありますか。

事務局

平成２０年度に県議会でがん対策に関する特別委員会が設置されまして，その際には時期

尚早とのことで見送りになった経緯がございます。そのときの検討委員の先生はいらっしゃ

るのですが，現在，こういう動きというのはこちらの方では聞いておりません。これからア

プローチしていくことになります。

久道会長

この推進協議会の意見も踏まえて伝えることは必要ですよね。このようなことが言われて

いるので，御検討願いたいとか，そのようなことはできるのですか。

事務局

条例の提案の方法は二つございまして，議員が自ら作成して提案する方法と，県議会で知

事に提案する方法です。この場合，我々が検討するとなりますと，知事提案ということにな

りますので，これについては今後，執行部として提案することを含めて検討してまいりたい

と考えております。

久道会長

この件について，佐々木委員は何かございませんか。非常に影響力のあるメディアの力を

使って，何かできませんでしょうか。

佐々木委員

条例の制定となると，議会の方からなのか，知事部局からなのか，ということになるのだと

思います。先ほど，平成２０年度に時期尚早とのことだったのですが，それから６年も経っ

ていますので，県議会として，こういう議論を再燃してもいいでしょうし，それに県がどの

ように関わっていくかということですよね。

条例のことは別にして，今日の議案のことで一言だけお話ししいたのですが。働く世代の

がん対策の６の一般啓発と関わるかもしれません。トークイベントには５００人もの方が集



まって，４５％の人が新聞広告でイベントのことを知ったということですね。私は広告の方

ではなく編集の人間なのですが，そういう点でマスコミを一般啓発に上手く活用するという，

情報発信というのはどうなっているのかな，というのを先ほどの説明を聞いて思いました。

実態調査をやって，当然結果が出ます。その結果をマスコミに上手く記者会見をして説明を

するということがあったり，あるいは拠点病院で休日夜間に外来の検討をやるという中長期

の課題がありますけれども，検討を始めますよ，ということを記者発表したり，できあがっ

たら，こういう概要でやりますよということで情報を流す。そういうことを繁くやってもら

えれば，そのことについて記事にするかどうかというのはマスコミ側の判断になりますけれ

ども，がんに関する記事もそれなりに紙面を賑わす。ひいては読者，県民の方々ががんにつ

いて関心を持って認識を改めたり，深めたりといったことに繋がっていくと思います。情報

発信のあり方を考えていただければと思います。

久道会長

どうもありがとうございました。

マスコミを上手く利用するためのコツを伝授してもらったと思うので，呆れられるくらい

頻繁に情報を出すというのが重要なようですので，よろしくお願いします。

他に全体を通じて何かございませんでしょうか。

吉田委員

緩和ケアについてなのですが，１月３１日の研修会のアンケート調査にも地域のがん支援

システムの必要性ということで，必要であるということが８０％という回答が得られました。

私ども推進室では，仕事をしていると市町村のがんを扱う部署がないのですね。市町村のど

こに郵送したら研修のチラシを見ていただけるのか，ということで非常に苦労しています。

県はこのような部署がありますけれども，市町村では，例えば高齢班とか健康増進班とかい

ろいろあるのですが，がん患者さんを地域に帰したときにどこで看ていくのかという部署が

ないので，どうやったらそこが決まるのかなということについて，私たちは悩んでいるので

すね。現場では，ケアマネージャーさんを含めて訪問看護ステーションが地域で，本当に支

援している皆さんの悩みというのは大きくて深刻なのですけれども，どうやって支援者を支

援していくのかというのが大きな悩みです。

事務局

がん患者の支援というところで，今まで技術的なところでありましたので，県の保健所が

主体としてやってきたという経緯があると思います。今後，在宅の患者さんが増えていくこ

とで，市町村の方の御理解をいただく。そのためには首長の御理解をいただかないと，現場

の人間が理解を示しても上司の理解が得られなければ進まないとい思いますので，がん予防

も含めて，がん患者の支援というのも併せて理解を得ていくような形で啓発等を進めていけ

ればと思っております。

久道会長

はい，ありがとうございました。よろしくお願いします。



他にございませんか。

細川委員

今回の資料を見せていただきまして，私自身，家族経営の小さな歯科医院を経営しており

まして，事業主の観点から少し疑問がありましたので御質問させてください。病気で従業員

が休みの場合のサポートに関する制度はありますでしょうか。

事務局

中小企業の方で協会けんぽに加入しておりますと，傷病手当金制度というのがありまして，

休職を余儀なくされても手当金が出るという施策はございます。ただ，実際に休まれる方の

穴をどうやって埋めるかということについては，厚労省でも無いようですので，それを含め

て今後，中小企業への対策は深めていくべきだと思います。

久道会長

よろしいでしょうか。

それでは，他に何かございませんか。その他として事務局から何かございませんか。

事務局

特にございません。

久道会長

それでは，今回の協議会は以上で終了とさせていただきます。進行を事務局へお返ししま

す。

司会

委員の皆様，本日は長時間に渡りまして貴重な御意見を賜り，誠にありがとうございまし

た。本日の会議は以上で終了とさせていただきます。ありがとうございました。


