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平成２７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２７年１０月２６日（月）午後３時から午後４時３０分まで

２ 場所：宮城県庁行政庁舎１０階 １００２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，片倉隆一，呉繁夫，斎藤仁子，菅原よしえ，瀬

戸裕一，髙橋修子，田所慶一，中保利通，橋本省，久道茂，細川亮一，三浦卓，吉田

久美子

４ 会議録

司会：

ただ今から，平成２７年度第１回宮城県がん対策推進協議会を開催します。

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，本協議会

の議事録につきましても，後日公開しますので，御了承をお願い申し上げます。

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を申し上げ

ます。

伊東部長：

皆様こんにちは。宮城県保健福祉部長の伊東でございます。

本日，委員の皆様には，お忙しい中本日の会議に御出席いただきまして感謝申し上げます。

また，日頃から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の推進につきま

して，大変御尽力をいただいておりますことにこの場をお借りしまして厚く御礼申し上げま

す。

この会議でございますが，本年度より第５期宮城県がん対策推進協議会ということで，皆

様に委員をお願いし，快くお引き受けいただきまして，誠にありがとうございます。

平成１８年のがん対策基本法が成立してから９年が経過し，その間，がん罹患者は増加の

一途をたどっており，がん対策は一層の加速が必要とされております。国におきましても首

相の指示の下，「予防」，「治療研究」，「共生」の３つをキーワードとした「がん対策加速化

プラン」というものを年内にも策定するということであり，がん対策は新たなるステージに

向かって対応を迫られるものと思います。

今年度は「第２期宮城県がん対策推進計画」の中間年であり，また，「がん登録等の推進

に関する法律」の施行も控えていますことから，県といたしましては国の動きを見据えなが

ら今後ともがん対策にしっかりと取り組んでまいります。

本日の協議会についてでございますが，事業所を対象としたがん対策実態調査や，若い女

性を対象としたがん検診セミナーなど，本年度の取組について御説明申し上げますとともに，
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併せて，小・中学生向けのがん教育教材などについても御審議いただければと存じます。

委員の皆様には，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た

しまして，開会に当たっての挨拶とさせていただきます。

本日は，どうぞよろしくお願いします。

司会：

それでは，お手元に配布した会議次第に従い進めさせていただきますが，本日は協議会委

員委嘱後，初めての会議ですのでここで委員の皆様を御紹介させていただきます。次第の次

にございますお手元の名簿を御覧ください。

仙南地区在宅ホスピス連絡会世話人の安藤委員です。

東北大学病院副病院長の石岡委員です。

東北大学大学院医学系研究科腫瘍外科学分野教授の大内委員です。

宮城県立がんセンター総長の片倉委員です。

東北大学大学院医学系研究科小児病態学分野教授の呉委員です。

仙台市健康福祉局健康政策課長の齋藤委員です。

公益社団法人宮城県看護協会の菅原委員です。

一般社団法人宮城県薬剤師会副会長の瀬戸委員です。

りんりんの会代表の髙橋委員です。

仙台医療センター院長の田所委員です。

宮城県立がんセンター緩和ケア内科診療科長の中保委員です。

公益社団法人宮城県医師会常任理事の橋本委員です。

公益財団法人宮城県対がん協会会長の久道委員です。

東北大学病院周術期口腔支援センター特命教授の細川委員です。

宮城県中小企業団体中央会事務局長の三浦委員です。

四つ葉の会代表の吉田委員です。

なお，株式会社河北新報社論説委員会副委員長の佐々木委員，宮城労働局職業安定課長の

菅原委員，東北大学大学院法学研究科教授の中原委員におかれましては，本日所用のため御

欠席でございます。

続きまして，次第の 3「会長及び副会長の選任」に入ります。
がん対策推進協議会条例第３条の規定によりまして，会長及び副会長につきましては委員

の互選により定めることとなっております。選任に当たっては，疾病･感染症対策室長の小

泉を仮議長として進めたいと思いますが，いかがでしょうか。

（異議無しの声）

では小泉室長，よろしくお願いします。

小泉室長：
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しばらくの間，仮議長を務めさせていただきます。

委員の皆様にお諮りします。

宮城県がん対策推進協議会の会長及び副会長についてですが，いかがでしょうか。

斎藤委員：

事務局案はありませんでしょうか。

佐々木副参事兼室長補佐：

事務局案とのことですので申し上げます。事務局案としましては，会長に久道委員，副会

長に安藤委員という案を提案いたします。

小泉室長：

ただ今，事務局から，会長に久道委員，副会長に安藤委員の推薦がございましたが，いか

がでしょうか。

それでは，会長を久道委員に，副会長を安藤委員にお願いすることとします。それでは仮

議長の職を解かせていただきます。以降の進行につきましては，久道会長にお任せしますの

で，どうぞよろしくお願いします。

司会：

それではここで久道会長より御挨拶を頂きたいと思いますので，どうぞよろしくお願いし

ます。

久道会長：

ただいま皆様から御推薦いただきました久道です。長い間，この協議会の会長をさせてい

ただいておりますが，今回も国の方から新しい方針，新しい法律等が出てきておりますので，

みなさんと一緒に相談しながら宮城県のがん対策を進めていきます。

副会長のあいさつは結構とのことですので，それでは，「４ 報告」として本県のがんに

関する現状について，平成２７年度がん対策に関する事業概要について，県内事業所における

がん対策実態調査概要について，事務局から説明願います。

（資料１により事務局説明）

久道会長：

ただ今，事務局から３つの報告，本県のがんに関する現状，それから平成２７年度のがん対策事

業概要，そして最後は県内事業所におけるがん対策実態調査概要，これについて皆さんから何か

御質問，あるいは御意見等ございましたらどうぞ。

石岡委員：

今，宮城県は第二期がん対策推進計画が実施中で７５歳未満の年齢調整死亡率の２０％減

少が目標として掲げられていますが，そういった評価はこの協議会で何か出す予定があるの
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かということと，後は，全体としてみれば，やはり，死亡率や罹患率の減少については，少

し鈍ってきている気がしていますね。これは全国的な傾向だということなんですけれども，

要因解析は行うのか，県はどのように改善するのか。

事務局：

がん対策班の班長をしております玉川です。

まず，本年度がん対策推進計画の中間年ということでございますが，目標値ということで，

例えば資料１に，７５歳未満年齢調整死亡率の２０％減少という目標達成年が平成２７年で

あり，その他，平成２７年を目標達成年とする目標がいくつかあるものですから，これを今

年度中にデータ収集しまして，来年度以降達成状況を検証すべきものではないかと考えてお

ります。

もう一つ死亡率が鈍っている要因を分析することについては，私どもの方でもまだ数字を

追いかけている状況でございまして，評価方法等については先生方に御指導を仰ぎながら検

討したいと考えております。事務局としては，以上でございます。

久道会長：

今の２番目の件に関して，こういう分析をするのに得意なのは疫学の先生でして，がんセ

ンターのがん研究所にがん疫学・予防研究部がございまして，あるいはそちらに指導しても

らうのが一番いいのではないかというふうな感じがいたします。それから，新生物レジスト

リー委員会の実務委員会にも大学の関係者がおりますので，そういった形でやっていただけ

ればいいのかなと思っておりますが。

片倉委員：

これと関連して，今，国の加速化プランが出ておりますので，そのデータが出てきて，新

しく目標値を設定された場合，宮城県としてはどうしていく予定か，ということをお聞きし

たい。

今年中にいろいろ出てくると思うのです。実際に（死亡率減少が）２０％を達成しないと

いう話も出てきてくるのではないかと思います。安倍総理も気になったらしく，大分遅れて

いるということで加速化プランを今作れとなったと聞いております。今年中あたりに出てき

た時に新たな目標値を国が設定した場合，宮城県としてどうするのか，気になります。

久道会長：

加速化プランの情報は，県に来てますか。予算化の数十億とかね。

事務局：

概算要求上，加速化プランの一環かどうかは明確ではありませんが，けれども，予算はつ

いていることは確かでございます。加速化プランについての情報は，まだ私どもでは情報を

つかんでおりません。

久道会長：
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いずれそういう情報は入ると思いますので。

片倉委員：

今日の情報だと，がんの予防だけで３億円，がんの治療研究で２９億円，がんの共生では

２億円という，情報が入っておりますので。

久道会長：

どうもありがとうございました。

橋本委員：

資料１ですけれども，がん罹患状況を出しているその方法と，それから，これは毎年出し

ているものかどうなのか，それから一番問題になるのは，最新のデータが平成２０年のデー

タなのか，あるいはデータを整理するのに時間がかかっているのか，対策を打つのには結構

重要な数字かと思うのです。また，年齢調整死亡率がどうなっているのか，下がってきてい

るのかどうかについても，あわせてお伺いいたします。

事務局：

今の先生の御指摘は，資料１の２ページの表４でございますか。

橋本委員：

そうですね。表４。

事務局：

これは宮城県地域がん登録の集計値を使っているものです。平成２０年の数値が最新とな

っている理由でございますけれども，これは県の事業ですが，委託先で作業しているのでご

ざいますが，標準データベース構築作業が遅れたというのが現実でございます。

宮城県は，昭和２６年からずっとがん登録をしておりますが，データの蓄積が多いことか

ら，データの移行については，今年度中に，平成２２年までのデータが蓄積されてくる予定

でございます。こちらも加速して，がん登録を進めていただくようにお願いしているところ

でございます。

橋本委員：

いずれにしても県で処理するのは大変でしょうから，シンクタンクあるいは国がんに委託

しているということですか。

久道会長：

ではないです。

橋本委員：

どこに委託するにせよ，今，平成２７年で，そこで平成２０年のデータしかまだ出てきて
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いない，そうすると，たぶん次のデータが出てくるのには，また１年位かかって，すると平

成２８年になってしまう訳ですよね。毎年登録する訳ですよね，がん登録は。最近はこうい

う傾向だからここに力を入れようということが出てくるのに，それじゃあ後手後手になって

しまってどうしようもないのではないかと。

久道会長：

ちょっと私から説明しますが，平成２０年が最新ということはあり得ません。

宮城県のがん登録は，医師会の先生方の協力の下，県から委託を受けて宮城県対がん協会

の中にがん登録室を設置しています。また，県医師会長を会長とする悪性新生物レジストリ

ー委員会の下に作られた実務委員会において，具体的な作業をしています。実際には，県立

がんセンターがん疫学・予防研究部の研究者が対がん協会がん登録室長を兼務しながら，大

学の公衆衛生学部に協力いただき実施してやっているのですが，実際に最終データが出るの

は，早くて２年前までです。

橋本委員：

そうすると，平成２５年位までは出るということですね。

久道会長：

出ます，出てると思います。

橋本委員：

どうしてここにこの数字が出てこないのか。

久道会長：

どうしてかは分かりませんが，これは，全国と推計，比較するのということで出したのか

な。

事務局：

平成２０年の数字が我々の方では最新，公式の数字であると認識しております。

久道会長：

最低でも５年に１回は，国際がん登録に出しているので，２年に一回は新しいものを出し

ている。平成２５年のは，ぎりぎりのところですかね，おそらく。

がん登録は同じ姓名，住所，年齢を突合させるので，同一人かどうかを確定するのは，大

変な作業です。がんの罹患は男女あわせて１万３千人なんですが，がん登録数はその倍の３

万人近く収集してそれを突合しているのです。同じ人間が多重がんになることもあるので，

それも調整をして，その作業が２年，最短で２年かかっている訳です。ですから，通常３年

かかりますかね。

もう少し早めるのには，作業の人を増やせばできるのかもしれませんが，ただ増やしたか

らといってできる訳でもない。今度は法制化され，医師会の先生方から義務的に病院のデー
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タを出していただくということになりますので，もう少し早く数字が計上されてくると思い

ますけど。

この平成２０年が最新というのは，確認してもらった方がいいね。

事務局：

はい。

石岡委員：

全国の罹患データについては２０１０年すなわち平成２２年までは出ています。宮城県が

非常に特異ながんの罹患状況にあるわけではなく，多少の地域性というのはあるけれども，

対策を打つ上で全国のデータとそんなに大きな違いが出るということはちょっと考えにくい

ですね。宮城県のデータが仮に出ていなくとも少なくとも，全国のデータは示し，国のがん

対策にあわせるような形で我々が議論できるような資料をぜひ用意していただきたい。以上

です。

菅原よしえ委員：

資料２と資料３の報告が，宮城県の第二期がん対策推進計画のどこに位置付けられている

のかが分かりづらい。アクションプランの中で評価しなくてはいけないところが見やすいよ

うな形で，アクションプランの項目とあわせた資料を作成していただくと検討しやすいと思

います。次回はそのようにしていただきたい。

久道会長：

はい，よろしいですね。はい，御指摘どうもありがとうございました。

他に何かありますか。無いようですので，次の「５ 協議」に移ります。

まず，「（１）小・中学生向けがん教育教材について」をお願いします。

（資料４について事務局説明）

久道会長：

はい，どうもありがとうございました。これまでこの協議会でも何度かこの資料を元に皆

さんから御意見を頂いたり，あるいは別途アンケートの形で意見を出していただいたり，と

いうことで協議していただきました。新しく委員になられた方については，初めての資料か

もしれませんが，今説明があったようにいろいろ配慮しながら，小学生，中学生の子ども達

のことを考えて，いろいろ工夫されたと思います。まだ，御意見がありましたら，どうぞ。

では，橋本委員から。

橋本委員：

この教材は小学生何年生を対象として想定しているのか。

事務局：
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小学５，６年生の想定です。

橋本委員：

そうするとＤＮＡっていう文字は，読めると想定しているんですか。教材として使うには

誰でも理解できなくてはならないので，はたして小学五年生が１００％読めるのかというこ

とを少し考えて，ＤＮＡの後にちゃんとカッコ書きで，デイー・エヌ・エーとした方がいい

と思います。

それから，受動喫煙という言葉も小学生には突然出てくるとわかりにくいので，それをも

う一度わかり易い言葉に直す必要があるでしょう。受動喫煙と言われて，ぱっと我々が理解

するような形で理解する小学５，６年生はいないのじゃないか。

それから，肺のがんのところでしたか，１６ページに肺の写真が出てきますけれども，白

黒だと何がなんだかわからないし，カラーは駄目ですよ。高校生に見せても，気持ち悪くな

る子っていますから。高校生に対して講演会とかやると，例えば臓器の写真とか，血とか見

せると具合悪くなる子っているんです。ですからこの写真は削除する必要があります。以上

です。

久道会長：

小学生はアルファベットは習ってないの，まだ。

橋本委員：

昔は習ってなかった。

事務局：

今は習っているそうです。

久道会長：

Ａとか，読めるんでしょ。それはいいんでしょ。

事務局：

ＤＮＡに関しては理科で学習すると，養護教諭の方に伺いました。ただ，フリガナは振る

ようにします。

久道会長：

後は，肺の写真の件ですね。

橋本委員：

前は，この写真ありましたか。前にあったとしても駄目ですよ，これ。

事務局：

前はですね，黒く固化した肺の写真が載っていました。今回は，かなり生々しい写真を，
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禁煙みやぎの協力の下に載せましたが，ちょっと配慮が足りないということでしょうか。

久道会長：

写真を外して，脇にある絵をもうちょっと大きくして。

橋本委員：

そう思います，私も。

久道会長：

これだけでいいのかもしれないね。

橋本委員：

十分でしょう。

久道会長：

肺の写真を取ってこの絵をずっと大きくして，分かりやすく真ん中にもってきて。

事務局：

はい。

久道会長：

後，はいどうぞ。

橋本委員：

受動喫煙という言葉はどうですか。

久道会長：

受動喫煙という言葉については，養護教諭の先生，どうですか。

事務局（スポーツ健康課）：

ぱっと聞いても理解しにくいかと思うので，分かりやすい言葉の方が子供達にとってはい

いと思います。

久道会長：

例えば，どういう言葉が分かりやすいですか。

事務局（スポーツ健康課）：

「自分はたばこを吸わないでも周りにいる人の煙を吸う」こと，というふうにしてはどう

ですか。
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久道会長：

ちょっと長いのではないかな。

石岡委員：

受動喫煙に説明をつければいいのですよ。

久道会長：

受動喫煙という言葉は載せるけれども，カッコして意味を付けるということですね。

橋本委員：

一番上に「他人が吸っているたばこの煙を吸ってしまうと」と書いてあるから，その後に

「（受動喫煙）」とつければいい。

久道会長：

カッコ書きで「受動喫煙」とすればわかるね。

事務局：

そのようにさせていただきます。

久道会長：

はい，どうぞ。

吉田委員：

吉田と申します。資料４の２のところなんですが，前回の資料では，がんというと怖いと

いうイメージがあったんですけど，柔らかくなり良いと思いました。

一つ質問なんですが，このスライドを使って養護教諭の皆さんに研修をやってアンケート

をいただいたのですよね。その中身については少し書いてありますけれども，具体的に特徴

的な意見があれば，教えていただきたい。

それから，二つ目，平成２９年度からですか，実際にこの授業を受け持つのは，養護教諭

の先生方ですか。

事務局：

まず，１点目の質問についてですが，意見がありました。死を連想させる表現が冒頭にあ

ると恐怖を感じるという意見がありました。そういったところを事務局側で汲み取り，削っ

ております。また，宮城県民の死因の第１位についてクイズがあったのですけれども，こち

らも削除しております。このように，死を予感させるところは削除しております。

２点目につきましては，養護教諭の先生が教材を使って授業を行っていただくということ

を想定しております。

久道会長：
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他にございませんか。はい，どうぞ。

石岡委員：

先ほど片倉委員からもありましたが，文科省スポーツ少年局が出しているがん教育のあり

方に関する検討会を，かなり参考にしているのでしょうけれども，今年の３月に，例えばこ

ういうことを教育するということが書いてあり，ここでは「がんが日本人の死因の１位」と

あります。そういったところは宮城県だけが他と異なるような形にならないような配慮も非

常に重要であります。誰が教えるかということについても，文科省に想定ができているはず

です。次の学習指導要領では保健体育でやると決まっているので，どういう人が教える立場

になるのかは自動的に決まるはずだと思います。

それから，研修をさせる人については決まってないんですけれど，例えば各地のがん拠点

病院の専門家とか文科省のがんプロフェッショナル養成推進プランとか，そういったところ

からがん教育教員をリクルートしてそれに充てることについてもこの報告書には書かれてい

る。だから今の議論を伺う限り，そういったところの視点が県の方でちゃんと確認されてい

るかどうか。全国水準になっている必要があるんですよ。宮城県だけが特殊なことにならな

いようにして欲しいです。そういうところを十分に確認していただきたい。

それと報告書中にですね，年齢に応じてと書いてある。要するに全国では，高校生もやら

なければいけない。宮城県は中学生までしか対象としてないですけれども，国の学習指導要

領では，高校生もやらなきゃいけなくなるんですよ。そうするとこの教科書で高校生への授

業はできませんので，その世代世代に合わせた教材を今後作っていく必要がある。例えばス

ライドの８ページ「私達の体にはたくさんの細胞でできている」という表現は高校生にはま

ずい。「私達の体は，約６０兆個の細胞でできている」といった書きぶりも必要です。私が

言いたいのは，そういった細かいところではなくて，国の対策と整合性をとっていく上で，

今後高校生もやらなければならないこと。初等・中等教育の違いで中学生用では小学生用と

は教材を変えること，今後の方向性としては，そういうことも必要になるんじゃないかと意

見を申し上げたいと思います。

久道会長：

他にございますか。はい，どうぞ。

中保委員：

がんセンターの中保です。緩和ケアについて述べておきたいのは，１枚めくりまして，３

５ページになりますけど，本文では，「がんの患者さん」というさん付けになっております

けど，セリフのところは「がん患者」になっておりますね。これは見ていてちょっと違和感

を感じますので，ぜひ「さん」をつけていただきたいと思います。

久道会長：

そうすると「の」が入るね。「がんの患者さん」となるね。あ，「の」がいらないか。

橋本委員：
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下の説明は「がんの」になってます。

久道会長：

ああ，そうか。そうだね。同じようなことは，もしあったら直して，事務局でもチェック

してね。

事務局：

はい。

久道会長：

下の方は，説明ですから，これは教える人が読む内容でしょう。

事務局：

さようでございます。

久道会長：

ただスライドはもうちょっとチェックしていただいて，さんがついていたり無かったりと

か，あれば。

橋本委員：

この吹き出しのところ，真ん中一行空いているのは意味があるんですか。

今，スライド３０の吹き出し内のせりふの真ん中が一行空いてます。改行か何かですかね。

事務局：

別に意図はございません。

久道会長：

この教材作成は初めてなので，県でも文科省の資料や，他県の教材も参考にしたのでしょ

うけれど，やはり，石岡委員から出たように中学生，あるいは高校生の教材として，修正し

ていって。最初から何もかも完全にという訳にはいかないと思います。まず，これを皆さん

に御承認いただかないことには，次の作業ができないということです。

いかがでしょうか。だいたい御意見も出ました。この教材については事務局案を了承いた

だきたいと思うのですが，よろしいでしょうか。

（了承の声）

久道会長：

はい，どうもありがとうございます。それでは，よろしくお願いしたいと思います。

司会：

協議（２）についてですが，久道会長は全国がん登録事務を行う者の指定予定先である宮



- 13 -

城県対がん協会の会長でありますので，当該協議事項につきましては，議長を安藤副会長に

交代し，進行をお願いいたします。

安藤副会長：

協議２に入ります。

「（２）全国がん登録事務を行う者の指定について」を協議します。事務局から説明願います。

（資料５により事務局説明）

安藤副会長：

ありがとうございました。

ただ今の事務局からの説明に対しまして御質問等ございましたら。

橋本委員：

最近ですね，個人情報に関するセキュリティの保護についてすごく厳しい基準が出されており，

個人情報を扱う検診についてはスタンドアロンのコンピューターとしなければならず，常時ネットに

つないでいるコンピューターに関してはパスワードで保護しなくてはならないとなっているのです。そ

ういうところは，今のミニマムベースラインについては分からないのですけど。かなり厳しいんです

よ。ですからＵＳＢは無くすから駄目といわれるし，ハードディスクに保存しているコンピューターをネ

ットにつなぐ時には，ハードディスクとコンピューターとの接続を物理的に切ることを決まりとしていま

すが，その整合性についてはどうなのでしょうか。

事務局：

コンピューターのネットとの接続状況でございますが，このミニマムベースラインには無いのです

が，当然スタンドアロン前提としています。

橋本委員：

スタンドアロンですね。

事務局：

ただし，全国がん登録が始まりますと，専用線が引かれることになります。そこは国立がん研究セ

ンターの方でコンピューターを用意して，専用線を使って接続するものと聞いております。

ＵＳＢについてですが，今，がん登録において病院からデータはインターネットで送られ

るのではなく，きちんと確実に送付される手段としてＵＳＢが使われていると聞いています。

紙データだけでは膨大なデータは処理できないので，最大限策を講じておりますが，ＵＳＢ

というのはまだ不可欠なものと考えております。以上でございます。

安藤副会長：

よろしいでしょうか。他には何かありますでしょうか。何もございませんか。

それでは，本県の全国がん登録事務に関しましては，公益財団法人宮城県対がん協会に行わ
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せるものとして指定することに御異議ございませんでしょうか。

（異議なし）

安藤副会長：

ありがとうございます。特に異議がないようでしたので，公益財団法人宮城県対がん協会を指定

することに対し本会としては異議がないものといたします。

議事をお返しいたします。

司会：

それでは，協議（２）が終了いたしましたので，議長を安藤副会長から久道会長に交代をお願い

いたします。よろしくお願いいたします。

久道会長：

どうもありがとうございました。それでは，最後「（６）その他」なんですが，何か皆様

からこの際，この協議会の場でありますか。ございませんでしょうか。

石岡委員：

教育用スライドの説明の中で免疫療法の話題がいくつかありました。御存じの先生も多い

かもしれませんが，最も期待される抗がん剤として既に市販されているニボルマブなどは，

抗がん剤なのだけれどもターゲットが決まっているので免疫療法とも言えます。免疫療法と

薬物療法とは，切り分けられない時代になっています。薬物療法の中に免疫療法があって，

しかも最も有効というか，治療効果が優れているものの１つとしてそういった薬物があると

いった認識を頭の隅にでも入れて頂きたいと思います。

これに関係するものとして，先生方も御承知のとおり全国でいわゆる免疫細胞療法という

のが行われています。国がかなり規制をかけることになりまして，再生医療等に関する特定

審査をして，それで許可制になります。そして，その保険外併用ができるかというのを審査

をいたしますが，この地域では東北大だけでございます。これは，医療法で臨床研究中核病

院に指定された関係で，この審査を請け負うことになりました。今，医療法上の臨床計画中

核病院は，国立がん研究センターの２病院と大阪大と東北大の４病院だけで，順次もう少し

増えていくと思います。再生医療等にかかわることは，国の法律でかなり規制されていく状

況になりますので，最近の情報提供として，お伝えしたいと思います。

久道会長：

はい，どうもありがとうございました。はい，どうぞ。

吉田委員

ＰＲをさせていただきます。宮城県内のがん患者会，それからがん診療拠点病院で運営さ

れているサロン，それから，患者会を支援する支援団体も含めまして現在３０近くの団体が

ありますが，３年以上の研修会や交流会をずっと経まして，明日，宮城県の「がん患者会・
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サロンネットワークみやぎ」という組織を結成することになりました。参加団体は２１団体

です。これからはがん患者会も，自分達の体験や交流だけに関わらず，何か社会のためにで

きることを行うということで結成いたします。どうぞよろしくお願いします。

久道委員

はい，どうもありがとうございます。明日ですね。

吉田委員

はい。

久道委員

明日，アエルの方で。講演もありますので。無料ですか。

吉田委員

はい。

久道委員

他に何か。よろしいでしょうか。それでは，今日の協議会の方は全部終わりましたので，

これで終了したいと思います。マイクを事務局にお返しいたします。

司会

はい，久道会長，安藤副会長，進行を勤めて頂いて大変ありがとうございました。委員の

皆さまから本日頂きました貴重な御意見は，これから発行します教材にも修正を加えていき

たいと思いますし，次回の協議会の運営にも参考にさせていただきたいと思います。今日は，

大変長時間にわたりまして御協議いただきありがとうございました。

以上で会議を終わります。ありがとうございました。


