
- 1 - 

平成２４年度 宮城県がん対策推進協議会 第１回ワーキング部会 会議録 

 

１ 日時：平成２４年８月６日（月）午後３時から午後５時５分まで 

２ 場所：宮城県庁行政庁舎６階 ６１１会議室 

３ 出席委員（五十音順，敬称略）：石岡千加史，大内憲明，渋谷大助，中山康子 

 

４ 会議録 

 

司会 

大変お忙しい中，お集まりいただきありがとうございます。ただいまから平成２４年度宮城県がん

対策推進協議会第１回ワーキング部会を開催いたします。傍聴者の方にお願いいたしますけれども，

会議中は静粛に傍聴していただきまして，拍手その他の方法により公然と可否を表明しないようお願

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，

第１回目の会議でございますので，事務局から委員の方々を御紹介させていただきます。 

東北大学病院がんセンターの石岡委員でございます。 

東北大学大学院医学系研究科の大内委員でございます。 

公益財団法人宮城県対がん協会の渋谷委員でございます。 

在宅緩和ケア支援センター虹の中山委員でございます。 

なお，医療法人社団爽秋会の岡部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。 

それでは，次第の２の部会長の選任に移らせていただきます。この宮城県がん対策推進協議会ワー

キング部会は，配布資料の１にございます宮城県がん対策推進協議会ワーキング部会設置要綱により

設置いたしておりますが，部会長につきましては要綱第３の２の規定によりまして委員の互選により

定めることとなっております。そこで，委員の皆様にお諮りいたします。本部会の部会長の選任につ

きまして，御意見ございますでしょうか。 

 

渋谷委員 

事務局で何か案はございませんか。 

 

司会 

はい，では事務局案を御提案させていただきます。 

 

事務局 

事務局といたしましては，大内委員が適任ではないかと考えております。以上でございます。 

 

司会 

ただいま，事務局から大内委員を推薦いたしましたが，ほかに御意見ございますでしょうか。 

 

（「異議なし」の声） 
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司会 

それでは，部会長は大内委員にお願いしたいと思います。それでは，大内委員には部会長席へお移

りいただきますようお願いいたします。 

 

（大内委員 部会長席へ移動） 

 

司会 

それでは，ここで大内部会長より御挨拶をいただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいた

します。 

 

大内部会長 

はい，御選任をいただきました大内です。宮城県がん対策推進協議会ワーキング部会ということで，

先日全体の協議会があったばかりですけれども，そのときに本ワーキング部会のことについて伺いま

した。がん対策というのは大変重要でして，国の第２期基本計画が６月８日に閣議決定されまして，

それを受けて，宮城県でもがん対策推進計画をまとめます。本ワーキング部会で具体的な計画を提案

しようということですので，大変重い責任を感じています。委員の皆様と協調しながら県のがん対策

の計画を作っていきたいと思いますので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，ここからの進行につきましては大内部会長にお願いいたしま

す。 

 

大内部会長 

はい，それでは議事もございますが，その前に本会議の公開非公開について議論してまいります。

宮城県の情報公開条例第 19 条の規定に基づきまして，原則として会議は公開するものとされておりま

す。「公正かつ円滑な運営に支障が生ずると認められる場合」には，委員の３分の２以上の決定によ

り以降の会議の全部または一部を非公開とすることができるとされておりますが，いかがでしょうか。

本会議につきましては，公開でよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

大内部会長 

では，非公開にすべきという意見がございませんでしたので，公開とさせていただきます。よろし

くお願いします。 

それでは，議事（１）第２期宮城県がん対策推進計画（仮称）の骨子案ということで，まずは事務

局から説明をお願いします。 

 

事務局 

（【資料３】について説明） 
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大内部会長 

ただいま事務局から第２期宮城県がん対策推進計画の骨子案についてお示しいただきましたが，こ

こから議論を進めたいと思います。７月１０日に協議会に御出席されている方もおりますが，その後

若干のデータの修正等もございます。いかがでしょうか。最初の書き出しについてはほぼ問題ないと

思うのですが。 

 

石岡委員 

何ページまでがこの前の資料と同じなんですか。 

 

事務局 

 10 ページまでがこの前と同じでございます。 

 

大内部会長 

全体目標の 10 ページまでが同じで，11 ページのデータが前回は速報値だったのが今回は確定値と

いうことでよろしいですか。 

 

事務局 

はい，11 ページにつきましてはそうでございます。 

 

石岡委員 

７月２３日に私と宮城県立がんセンター総長の西條先生と，あと県の担当者とで第５回都道府県が

ん診療連携協議会に出席しまして，いろいろな議論，これに関することが出ました。私は小児がんに

ついて県の協議会でも発言しましたが，この会でも厚労省の方がいらしてましたので少し質問しまし

た。やはり小児がんの重点化を図るというのは，どちらかというと拠点病院を作るというようなこと

がポイントとなっておりまして。小児がんの罹患数と成人のがんの罹患数を考えた場合に，ここを重

点化するというのは・・。今日の具体的な数字を見ても患者数は著しく少ない状況。ここの位置づけ

ですね。宮城県で９ページには小児がんについてもがん対策の充実を図るということ，これはもちろ

んそのこと自体を否定するものでありませんけれども，特段に何かやれるかということを考えた場合

に国が狙っている一番のポイントとしては，小児がんの拠点病院を置くということなんだそうです。

ですからこれを宮城県が，ここをどうするのかということとの関係で，宮城県にも小児がんの拠点病

院を厚生労働省の指定のもとに絶対取りたいというのであれば，そういった書きぶりがいいのかなと

思いますが，ただ単に成人のがんと同じように小児がんを平行して力を入れるということであれば，

若干，国ががん対策推進基本計画に書いているのとは少し違う印象があると思う。例えばですね，研

究。宮城県の場合，この前の協議会の時に，国の基本計画には研究に力を入れると書いてあるが，こ

れはたぶん国の施策であるから宮城県の方では書き込まないということがあったと思う。それはその

とおりだと思います。小児がんについては，国の施策の部分がかなりあって，地方でまんべんなくみ

んな取り組んでほしいというわけではないという発言がありました。その部分は少し議論があってい

いかなと思いました。 

 

大内部会長 

石岡委員から９ページに記載されているような小児がん対策の実際の対策について，国の第２期の
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がん基本計画にも盛り込まれていることから本県においても今回提唱されているわけですけど，具体

的にどうするかということで７月２３日の都道府県がん診療連携協議会に厚労省の担当の方もお見え

になって，その方の発言内容だと，どうも都道府県レベルで小児がんの拠点病院を置くというのは目

標でないのかもしれない。 

 

事務局 

全国をブロックに分けまして，厚生局レベルのブロックだと思うのですが，そこに１から３という

配置で全国的に 10から 20 ということでしたので，東北で考えれば東北ブロックに１つ程度のことだ

と思います。ただ，要件を見ますと充足すると思われるのは，東北大学病院と県立こども病院くらい

しか宮城県にはないのだろうとは思いますけれども，東北ブロックでということになっておりますの

で。 

 

大内部会長 

おそらくそれはブロックごとの話になっていくだろうと思います。幸いにも，東北大学病院と宮城

県立こども病院がございまして，実は次回の本ワーキング部会では県立こども病院から専門の方を参

考人としてお呼びすることも検討しようかと思っていたところです。今の石岡委員の御提案というの

は非常に大事な提案かと思います。 

確かに全国での罹患率等と比較すると，小児がんと成人のがんという場合にはきわめて大きな差が

ございますので，それをどのような位置づけで考えていくというのかは，また一度，議論しておく必

要があるのだろうと思います。 

いかがですか，もちろん協議会で議論された９ページに書いてあるような文言について，これはこ

のまま踏襲するわけですけれども，本部会としてどこまで小児がんについて踏み込むのか。例えば今，

言われたように地域として，ブロックとして小児がんの拠点病院を設置する，あるいは充実に向けて

項目を立てて専門医師あるいは専門医療職の養成・育成を図るとかですね，そういう書きぶりになっ

ていくのだと思います。宮城県においては，少なくとも宮城県立こども病院と東北大学病院がござい

ますので，そういった落としどころはあるのかなと思います。 

たぶん石岡先生は，本部会でどこまで踏み込まれるのかなということの御質問でよろしいですか。 

 

石岡委員 

大内先生の御指摘のとおりですが，今，県の担当の方がおっしゃったように宮城県に小児がんの拠

点病院を置きたいということがあるのであれば，むしろ書いていった方がいいのかなというような気

がしますけれども，その書きぶりですね。広く他の成人のがん医療のように，面で宮城県の中にこう

評価するというよりはむしろ中央集約的な地域の拠点としての役割を果たすような書き方をどこか具

体的に検討した方がいいのかなというふうに思います。 

ですから，ここは反対するというものではなくて，この前の会議の時に拠点病院ということで，宮

城県の中に一つ拠点病院ができるということ，あるいは取りにいこうというのであればむしろ書いて

いてもいいかなと。 

 

大内部会長 

県の事務局では，その辺は把握されているということでよろしいですか。 
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事務局 

ええ，ブロックで一ヶ所とかいう形になりますので，県としてそれをどうこうというよりは，病院

がどのようなスタンスで臨むのかというところがはるかに大きくなってまいりますので，東北大学病

院あるいは県立こども病院と御相談させていただいて，取りにいくんだという御意思がございますれ

ばもちろん県として書きこまなければならないだろうし，いやちょっと，それはうちではブロックの

代表としてはやらないんだというお話であれば，そこを宮城県として書くというのもなかなか難しい

かなとは考えております。 

ですから，今，石岡委員の御指摘があったように，その辺をもう少し病院と詰めさせていただきた

いと思います。 

 

大内部会長 

石岡委員が最初にこのことを出されたというのは，目的があって言われたと思いますので本ワーキ

ング部会としては，このような提言をされた以上，県としては整備に向けて動き出すということでよ

ろしいですね。 

 

石岡委員 

今日は県サイドとしての意見は確認できましたので，そういうお考えであるのであればよろしいか

と思います。病院の拠点のすべてが自分たちで自主的に手を挙げるという類のものであるということ

であっても，実際は，その先に多分補助金の話も絡んでくると思いますから，是非，候補になりそう

な病院とは事前に協議をしていただいた方がよろしいかなと私は思います。 

 

大内部会長 

貴重な御意見ありがとうございました。それでは，最初の 10ページまでの中で御意見ございますか。

最初からいきますと，宮城県がん対策推進計画の策定の趣旨，次に計画の位置づけ，構成，年数・期

間等がありますね。第２章に現状，第３章で目指す宮城のすがた。ここには基本方針が３点あります。

次のページから重点的に取り組むべき課題ということで，ここが実は協議会でも議論されているとこ

ろですけれども，（１）にがん予防とがん検診の受診率及び質の向上，（２）に放射線療法，化学療

法，手術療法のさらなる充実といったことが書かれております。（３）に緩和ケアの推進，（４）に

情報提供と相談支援機能の充実，（５）にがん登録，（６）に働く世代や小児へのがん対策，という

ことです。 

 

石岡委員 

もう一点，先生よろしいでしょうか。５ページの真ん中に，これはこの前の県の協議会でも議論さ

れてきて，大内先生がお話になられたと思うんですけど，専門医，専門的に行う医療従事者の育成の

ところに外科医のことに関して先生が御発言された。ここに，「これまで外科医ががん治療の中心」

と下線が引いてあります。外科医の育成や業務の軽減が喫緊の課題だと。その下に，それを受けて放

射線療法，化学療法，手術療法とそれぞれ専門的に行う医療従事者を更に養成することが必要と。こ

のことに関しては，大内先生はやや疑問の発言をされたかのように思います。７月２３日の先ほど申

し上げました第５回都道府県がん診療連携協議会の時に丁度，国のがん対策推進協議会の委員長の門

田先生がいらしていて，門田先生は癌研有明病院の病院長で出てきていたんですけれども，そのとき

にも少し確か発言を求められたと。私も少し立ち話で聞いたのですが，基本的には外科医不足という
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ようなところの話だということを伺いました。宮城県においては，この問題について実際にどういう

ふうになっているのかというのはやはり必要です。というのは，先ほど資料の説明でも出てきました

けれども，確かにがんの専門と言われている専門医や認定専門看護師，薬剤師等の数が少ない。外科

の中では，外科系では乳腺専門医と婦人科腫瘍専門医が 25ページに書いてある。しかしそれ以外の外

科の領域というのが当然ありまして，消化器系の外科，呼吸器とかというのもあるわけです。具体的

に多分おそらく少ないとは思うのですけれども，宮城県においてもそのまま国の数字を入れて，どう

いう根拠で，そのまま国が外科手術療法を外科医が不足しているからというようなことを入れる，や

はりバックグラウンドが必要かなと。ただ，うちの病院の外科系の科長が不足しているとおっしゃっ

ているから，おそらく間違いなくそうなんだとは思いますけれども，その辺は先生いかがでしょう。 

 

大内部会長 

前回，久道会長から特に意見を求められたときに私がお答えしたのは，外科医のなり手というか，

卒業し，国試を通られた医師の外科医の比率というのが年々減少していまして，30 年以上前に比べれ

ば半減以下です。私どものときでは 10 数％，最近では，具体的な数字は持っていませんけれども，3

～5％ぐらいだと思います。さらに，心臓血管外科とか移植外科とかも含まれているので，がんを専門

にするとなるとかなり絞られてくる。特にがん治療外科ですね。消化器がん，あるいは乳がん，子宮

がんといった方々まで絞り込むと相当に少ないであろうと。この 25ページに，例えば乳腺専門医とい

うのは，日本乳癌学会の専門医制度ですけれども，全国で 971名で宮城県は 20 名。これは 47都道府

県ですので，比率的には平均かそれ以上かと思います。しかしながら，仙台圏に 16人ですからかなり

集中しています。同じことが婦人科腫瘍専門医も仙台圏以外には 1名だけしかいないということがあ

って，おそらく外科系，特に最近いわれております前立腺がん，泌尿器外科とか入れますとかなり少

なくなっていると思います。そういった現状を把握することが大事でしょうから，専門医が外科学会

の専門医制度を確立してますのでそこで調べることもできますが，あとは消化器系学会ですね。ただ

し，がんを専門にした部会については次のステップで問い合わせをしないといけない。だから５ペー

ジに放射線，化学，次に手術療法，つまり外科医をもっと育成すべきだということが書かれています。

実は外科医が不足していて，特にがん拠点病院のような中核病院においての外科医不足が深刻でチー

ムが組めなくなってきていることが挙げられます。今は何とかもっています。しかし，この外科医不

足が続きますとそういったチーム編成もできなくなりますので，その部分が懸念されますので言われ

たように何らかの対策を打つべきだろうということです。第三としては書き方ですけれども，具体的

な専門診療科名を記載した上でその数値目標を挙げるとか，そういったことでいくのかどうか。国の

がん対策でそこまで踏み込んで意見を出したのかどうか，理解に苦しみますね。門田先生はどのよう

なことを言っておられましたか。 

 

石岡委員 

外科医の不足ということとですね，がん拠点，がん対策というのを直結させているところはやはり

ギャップがある。先生御指摘のとおり，移植を専門としている外科医もいるわけですから日本の外科

医不足と国のがん対策というのは，そこでもう言葉は挟まずに直結しているというところにみんな違

和感を感じるのだと思います。久道先生も多分そうだと思う。私は例えばですね，今の大内先生が御

指摘のがんを専門にする，あるいはがん診療に取り組む外科医の育成などというふうに書かないとい

けない。外科医の育成ということだけを書いてしまうと，これが本当にがん対策につながるかという

ことで直結しない。私はそういう言葉を国は入れてなくても，宮城県は入れてもいいのかなと思いま
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す。 

 

大内部会長 

５ページの真ん中の矢印の上です。「外科医の育成」にアンダーラインがありますね。その前に「が

んを専門とする」外科医の育成ですね。私もそう思います。例えば放射線療法という言葉が出たとき

に，東北大学はどういった対策，宮城県の意向を受けて，あるいは国のがん対策も受けてどうするか

というと，講座あるいは分野でもいいのですけれども，人材育成は学部教育あるいは大学院教育でま

ず出発するという考えからも，大学に講座を必ず設置するという方針で臨んでいます。したがって，

放射線科の教授は診断と治療の二人で構成されておりまして，最近では前任の山田教授が退任された

あとに大変な人材不足のなかで新任の教授をお迎えした。それは国のがん対策基本計画に沿った意向

を反映させております。つまり今，石岡先生の意見を外科として受ければ，もちろん移植外科もそう

いった教室があってもいいのですが，やはりがんを専門とする外科の教室が必要であるということに

なろうと思います。たまたま私はがんを専門とする教室におりますが，そういった対策ができないと

人材育成が図れないと思っていますので，その書きぶりですね，そういったことを国も書いていただ

ければと思っていますが，宮城県としてはそういう形にしていただければと思います。 

いかがでしょうか，渋谷先生は何か御意見ございますか。 

 

渋谷委員 

特にございません。 

 

大内部会長 

中山先生はいかがでしょうか。 

 

中山委員 

全く賛成でございます。 

 

大内部会長 

それでは，今の件についてはそのような形でよろしいですかね。全体の構成を振り返りながらいき

ますが，今日提示されておりますいくつかの数値目標ですね，11ページ以降ですけれども，前回協議

会でかなり白熱した議論になりましたけれども，喫煙に対する対策です。これをどうするかというこ

とで，少し時間をいただいてよろしいでしょうか。 

日本の喫煙，全国平均喫煙率ですが，宮城県はここに示されているのはワーストであるということ

が前回指摘はされていたわけで，きわめて対策が遅れているということ。私も前回，協議会で最後の

発言としてあえて述べさせていただきましたけれども，がんの予防と検診というのは重要でございま

す。中でも大変重要であります喫煙対策に対してはより踏み込むべきだと思っております。全体の議

論では，国の基準を下回ることはまずいだろうということでした。一方で，喫煙率の目標値ですが，

これを設定するにあたっては計算式があって，それで設定してきたという経緯がございます。14 ペー

ジにありますように目標値の算出方法ということで禁煙希望率を引いて，それを割ってという計算式

があります。それよりも下回る数値，つまり禁煙希望率が本県においては 43.1％。これでいくと 14.5

％となり，国の 12％よりも高いということで問題となったかと記憶しておりますが，これについてま

ず議論をいただくことでいかがでしょうか。 
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石岡委員 

私も賛成を，12％にすべきだろうと発言しました。今日，理論武装が必要だというお話だったかと

思いますが，その点になると私もそこまで踏み込んで考えていませんでした。まず教えていただきた

いのは，12ページの表に禁煙希望者の全国と宮城県の比較がありまして，禁煙希望者の数というのは

宮城県はむしろ全国よりも多かったとなるかと思います。実際これは対象等はどのように調査された

のか教えていただきたいのですが。 

 

事務局 

これはですね，県民健康・栄養調査というので客体数としては数千，おそらく 5,000 に近い成人を

中心に調査して，アンケート調査で「あなた喫煙止めたいですか」と質問し，するとこのパーセンテ

ージだけ止めたいと答えたということです。全国よりも止めたいと答えた人の数が多かったのは間違

いないのですが，元々の喫煙率が高いものですから止めたい人が多くても最終的には喫煙率が高く出

てしまったというような状況でございます。 

 

石岡委員 

そうすると，このアンケートの対象となった対象者というのは，宮城県内の人口分布といいますか，

地域とか点在要件とか各医療圏でくまなくといいますか，それを反映するような数字になっているの

ですか。 

 

事務局 

はい。市町村，年齢，性別のバランスを取って対象者を抽出しておりますので偏りはないと思いま

す。 

 

大内部会長 

ここに出典がありますように，国は平成２２年の国民健康・栄養調査で，県は同じく県民健康・栄

養調査。この数値は変えることはできないのですね。問題は，そもそも高かったということだと思う

のです。現状で高すぎるわけです。それをどう乗り越えることができるかということです。何か名案

ございますか。 

 

石岡委員 

人口の流動はどうですか，宮城県の場合。国は海外に出て行く人というのは人口からいえばほとん

どいないと思いますが，宮城県の場合はどのくらいの成人，こどもが 1 年間に移動するのか。人口 234

万人のうち，どのくらいの移動があるのか。1 万人とか移動しないですか。 

 

事務局 

宮城県の社会圏はそれほど大きくありませんので，他の要因からすると大きくないです。 

 

石岡委員 

人口の他の都道府県との移動はそんなに大きくない。 
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事務局 

そんなに大きくないです。ただ，仙台圏に寄ってきているということは間違いないです。県内の移

動はかなりありますけれども，県外に出るということはそれほど大きくはない。ただ，震災の影響で

どのくらい出ているのかは定かではないです。これは震災前のデータですので。 

 

石岡委員 

何か理屈を考えようと思って聞いてみたんですけど。 

 

大内部会長 

数値目標が国と同レベルの 12％ということについては，皆さん多分そうあってほしいと願っている

と思いますけれども，根拠ということで何を示すかということです。私としては，そもそも高いのだ

からこういう計算式は参考資料にすぎないだろうと。国の目標値の算出方法はあくまでも一つの案で

あって，それに依った場合にはこういう数字が出ますけれども，そもそも現況値が高すぎることを踏

まえて設定するのも一つの案かなと思います。いかがですか。 

 

石岡委員 

検診のところは，国の平均よりも遙かに上回って高い目標を立てているところはありますので，目

標の立て方というのは，別に国の計算式に縛られる必要はないのかなと思います。 

 

事務局 

これは権利の制限なんですね。検診を受けるというのはその人の自由な表現の発露なのでいくら勧

めてもかまわないのですけれど…。 

 

石岡委員 

それは理解しますが，宮城県民は国民な訳ですからこれは理屈としては国の目標でもかまわない。

宮城県民は他県に移動しないということであれば宮城県内だけの目標で県としてはいいのかもしれま

せんが，実際は受動喫煙の問題もあるし，そんなに数は多くないということですが，実際は移動もあ

る。それから我々みたいな人間は東京や大阪にもしょっちゅう行っている。そういった状況であれば，

喫煙率というのは宮城県だけの問題ではなく，他の住民にも宮城県の喫煙率は当然，ある程度影響を

及ぼすのではないか，そういったことを考えた場合には，国の基準に合わせてもいいのではないかと

いう理屈を考えましたが，いかがですか。 

 

事務局 

例えば禁煙の希望者が増えるというふうに持っていってもいいという理屈ですと，10年間の目標で

すので禁煙の希望者を増やすような努力をするというような文言を入れ込む。禁煙希望者が増えれば

当然のことながら 12％に落ち着くと。 

 

石岡委員 

今，発言があったのでこういう落とし所にしたいなと思ったのは，これも先ほど宮城県の禁煙対策

の費用は年間 40数万円と確かこの前資料で出ていたんですが，記憶違いじゃなければどこかの県では

1,000 万以上使っているんですね。静岡県でしたっけ。例えば，広報が足りないのかもしれない。も
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う少し禁煙を希望する人に対しては，喫煙の健康被害に関しての広報にもう少し力を入れれば，年々

禁煙希望者が増えるということを見込んでそういうところに予算をもう少しつぎ込むということにし

てですね，そうすると禁煙希望者の割合が今は 43.1％だけれども，この５年以内に禁煙希望者が 50

％以上になると，そういった落とし所で多分載せられる。そうすると，どんどんどんどん目標値が変

わっていくと，そういうのがいいのかなと思います。それですと，私も頭でイメージしているのと同

じなので，そういう理屈なのかなと思いますがいかがでしょうか。 

 

大内部会長 

11ページに「がん予防とがん検診の受診率及び質の向上」の中でたばこに関する表があって，１７

年と２２年の県民健康・栄養調査の中で最初の「禁煙希望者への支援による非喫煙率の増加」の数値

がありますね。１７年から２２年にかけては男性で 9％増えています。女性は 2％弱です。この次の調

査というのは平成２７年ですか。 

 

事務局 

そうです。これはただ単に 100から喫煙率を引いた数ですので，逆に返せば喫煙率になるだけでご

ざいます。今までの書きぶりが喫煙者を減らすではなくて，非喫煙者を増やすという書き方に国と合

わせてなっておったのでこういう書き方になっております。今回からは，喫煙率を減らすというふう

に国の方も決めてきましたので，そういうひっくり返す形の数字です。 

 

大内部会長 

そうすると今の石岡委員の話を受けて，予算については別途対応が必要ですけれども，禁煙希望者

の増加ということをより明確にするということは可能ですか。 

 

事務局 

先ほどのですね，14ページのところで禁煙希望率が 43.1％というふうに入っているところなんです

よ，宮城県の場合は。これは全国よりも若干高めですけれども，全国よりも喫煙者自体が多いので禁

煙希望者も多少多く出ているのかもしれませんが，年齢階層とかはわかりませんけれども，これを例

えば 50％に近い値に持っていければだいたい 12％くらいに落ち着くというふうに試算しているとこ

ろです。ですから，禁煙した方がいい，禁煙します，という人が５割に達すれば目標値を 12％と宮城

県が書いてもおかしくないということで。ただ，それを強制するというよりは啓発，普及を図って，

本人の方から止めたいというような意思表示をいただけるような環境を作るというふうにすれば，問

題点は少なくなると。強制じゃなくて自発的にということで 12％に持っていければいいのかなと考え

ております。 

 

大内部会長 

はい。この数式は計算できますね。25.5％×（100％－50％）ですから。50％では足りないですね。 

 

渋谷委員 

 12.75％ですか。 

 

 



- 11 - 

事務局 

端数は切り捨てますので。 

 

渋谷委員 

区切りのいいところで。 

 

石岡委員 

禁煙希望者が 50％というのは，キャンペーンとかでもいいですよね。 

 

渋谷委員 

もっと気になさるのであれば，自発的禁煙希望者を 50％にするという書き方だと，実際同じことで

すけれども，印象がいいかもしれませんね。 

 

大内部会長 

はい，ありがとうございます。自発的禁煙希望者を 50％以上にするということであればこの計算式

も書けるし，12％くらいになるということでいかがでしょうか。 

中山委員いかがでしょうか。 

 

中山委員 

よろしいと思います。 

 

大内部会長 

それでは，同じ 14 ページです。受動喫煙の件がございまして，ここに家庭での受動喫煙が 5％。こ

れは国の基準 3％よりも高いですね。どうしましょうか。 

 

事務局 

これも同じ理屈で，喫煙者が多いのでこういう形になっておりますが，こちらは受動喫煙ですので

理屈も何もなく委員の先生方がお決めになった値で。権利制限というよりは当然のことですので。 

 

石岡委員 

そうすると，ここの受動喫煙に関しては上の禁煙希望率の数値を 50にすると全部下がるということ

ですか。 

 

事務局 

下がります。ただ 3％には若干いかない可能性がありますね。試算では 4％になります。 

 

大内部会長 

では，基本的には国の基準の 3％に合わせるような書きぶりで検討願うということになりますか。

そこまでは無理しないで 50％以上の禁煙希望者をまず出して，そこから戻していくということにしま

すか。 

 



- 12 - 

事務局 

これはお願いでございますが，この分野については「みやぎ 21健康プラン」という別なプランの策

定機関がございまして，そちらとのすり合わせが必要でございます。喫煙率については「みやぎ 21

健康プラン」の先生方も 12％でいきたいという御意向ですので，12％で大丈夫だと思いますが，家庭

の受動喫煙については 3％でいきたいという御意向が向こうにもありまして，そこのところは検討・

すり合わせさせていただきたいと思います。 

 

大内部会長 

はい，それは大変結構なことと思いますので，ぜひ「みやぎ 21 健康プラン」の委員とも御検討願い

ます。 

15ページまではいかがですか。 

 

中山委員 

11ページの食習慣のところの「肥満者の割合の減少」で 22 年調査が 24.1％で，目標値が 25％なの

で，これはこれでいいんですね。目標の方が高く，現況が 24.1％。 

 

事務局 

40代以上の女性では目標を達成したということでございます。 

 

中山委員 

これは今後，目標値を達成しているのでこのままでいいのか疑問に思ったのですけれど。 

 

事務局 

これについては「みやぎ 21健康プラン」で今ディスカッションをしているところで，ここの部分に

ついては向こうで決めたものを当てはめるという形でお願いします。 

 

中山委員 

男性の飲酒に関するところも。 

 

事務局 

はい，そちらで今検討中です。 

 

中山委員 

 わかりました。 

 

大内部会長 

飲酒に関しては，男性は目標値を超えている。女性は超えていない。 

他にいかがでしょうか。 

 

事務局 

今のところ先ほどの女性の肥満率については目標に到達したので，ここのところは抜ける方向で調
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整中です。あと，大量飲酒につきましては国の定義が変わりました。もっと厳しい定義になって，平

均で男性で２合，女性で１合ということですので宮城県はそれをオーバーしていることが判明しまし

たので，今，また新しい目標を設定し直す予定でございます。 

 

渋谷委員 

宮城県は全国平均に比べると喫煙率も高いし，肥満率も高いし，お酒も多いし，運度不足も多い。

唯一いいのは野菜の摂取量が多い。全国平均よりも高いんですよね。 

 

事務局 

食べてる量が平均して多いので野菜も多いのではないかという話がありまして。 

 

渋谷委員 

食べ物おいしいからですかね。 

 

大内部会長 

議事を進行したいと思います。14 ページはよろしいですね。 

では，15 ページのその他の目標に県としての目標値，これは「みやぎ 21 健康プラン」推進協議会

にて協議中とのことですので，それとの整合性を図ると。いつ頃まとまってくるのですか。 

 

事務局 

今，ワーキング部会を開催中ですので，素案については次回のワーキング部会でお示しできるかと

思います。数値については，次回のワーキング部会でお示しできると思います。 

 

大内部会長 

では，そこまで待ちましょう。 

進みますが，16ページがん検診受診率及び質の向上。がん検診に関しましては，どうしても宮城県

の歴史的な背景もございますので高め設定です。質の向上に関してはですね，各市町村に各種がん検

診の精度指標を示してチェックしてもらい，結果をまとめて公表しているところですが，特に書き込

むことはございますか。 

 

渋谷委員 

受診率はまだ改善すべきところは多少あるかと思いますけれども，精度管理，事業評価については

一応，100％となっておりますので，引き続き。 

 

石岡委員 

宮城県のがん検診の受診率は全般的に高いのですが，ただ，その中でも高低はあると思うんです。

ここに書いてあるとおり，肺がんが 68.7％，子宮がんが 47.3％，これを個別目標で全部 70％以上にす

るというのは，これはわかりやすい数字だから一つにしたのですか。例えば，肺がんなら 68.7％なの

で目標に近いですよね。それで子宮がんの 47.3％，乳がんの 48.8％，大腸がんを含めて 50％前後と距

離が全然違うかなという気がする。肺がんはもう，これでいいと。 
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事務局 

国はですね，今回の改定で胃，肺，大腸については当面は 40％と目標値を下げたんですね。ただ，

宮城県の場合は，表にある子宮がんと乳がんは 50％いっておりませんが，70歳未満で受診率を計算し

直しますと 50％を超えてきますので，受診率 70％以上というのは引き下げる必要はないかなと思って

います。 

 

石岡委員 

引き下げるというのではなくて，これを一つにするというのはキャンペーン上，一つの方がいいと

いうことですか。肺が何％とかやらないのかと。肺だけ突出して高いですよね。 

 

事務局 

第１期計画を策定したときのおぼろげな記憶なのですけれども，受診率が７割に達しないと検診を

やる意味がないのではないかという御発言が大内先生からございまして，７割超えないと死亡率は減

ってこないというディスカッションの中から，目標として７割をとにかく超えようということになっ

た。そして，その後については７割を超えてから考えようという発言からそのようになり，久道先生

もそれに御賛同なさったと記憶してございます。 

 

大内部会長 

マンモグラフィ検診で発見されてくる乳がんのステージがだいたいわかっていますので，それを当

てはめて死亡率減少効果がどの程度出るかということのシミュレーション分析です。70％を超えない

と発見される乳がんの中で，早期がんの発見率が増えていかない。だいたい 70％が境目だということ

です。それはあくまでも乳がんのマンモグラフィ検診の書き方であって，肺がんについては答えを持

ってません。なぜかというと，これは，従来の胸部間接撮影と喀痰細胞診ですよね。実はこの検診法

は，国際的に見るといわゆるスタンダードではないです。標準化された国はないです。おそらく肺が

ん検診を間接撮影で見ているのは日本ぐらいだと思います。例えばアメリカではどうかといいますと，

National Lung Screening Trial Research Team(NLST)で５万人以上の方を対象にした RCT が組まれて，ヘ

リカル CT 群の方で死亡率が減ったという報告がありました。昨年ですかね，The New England Journal 

of Medicine ですけれども。つまり，検診の方法によって全く違います。胸部間接撮影と喀痰細胞診で

７割超えたからといって肺がん死亡率が減るかどうかについては，私は今，答えを持ってません。こ

れは発見されてくるがんのステージに大きく影響されますので。渋谷先生，いかがですか。 

 

渋谷委員 

そのとおりですね。特に，肺がんについては人間ドック等で必ず胸の写真というのはセットでやら

れてて，一番の問題なのは，それが肺がん検診と自覚してないで受けてる方も含めてこの数字という

ことなのだと思うのですが。つまり，これを８割まで増やすべきかどうかについては，もう少しエビ

デンスの集積を待ってからでもよろしいのではないかというふうに思います。 

 

石岡委員 

わかりました。肺は検診の意義ということに関してかつて議論があったところですので。 
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事務局 

肺については，下がってこの値です。昔は結核検診の影響で，肺については８割とかそういうレベ

ルだったのがどんどん下がってきてこの値でございます。 

 

大内部会長 

17ページの下にありますように，個別目標が五大がんの検診について 70％以上とすること，受診率

の算定に当たっては 69歳までの者とすること，ここが新たな設定ですね。今までは全年齢を対象とし

ていたので，ここは前から言っていたことなのですけれども，対象とする人たちは年齢制限を設ける

べきだ。これはもう全世界的にも標準ですが，それを日本では設けてなかったのでそれを入れさせて

いただいた。いかがですか，これはよろしいですか。すべてのがん検診について 70％以上とすること，

対象者を 69 歳までとすることでよろしいですか。70 歳以上の方も受けていいのですけれども，つま

り，働きざかりの方をがんから救うといった観点からしますと，その観点をより重視するということ

だと思います。それと，検診の効果をこの辺で測っておかないといろんな生活習慣がかかわってきま

すので，これは妥当ではないかと思っています。 

 

中山委員 

そのことを簡単でいいので計画文書の中に含めておかないと，県民の方が御覧になったときに，な

ぜ 69 歳なのだろうという御意見が出やすいのではないかと思いますので，今の御意見は貴重かと思い

ます。 

 

大内部会長 

よろしいですか，今，私が話したことで。 

 

事務局 

はい，理由を添えて書きたいと思います。 

 

大内部会長 

がん検診の受診率については，国のがん検診のあり方に関する検討会が再開されましたので，この

秋口には無料クーポン券の取扱いについて議論をすることになっております。どんな形になるかは予

断を許さないのですけれども，私としては今，子宮がん，乳がんが拡大されましたけれど，これを是

非続けていただきたいということと，できれば通常の検診間隔ですね，例えば乳がん検診ですと通常

では２年に１回ですので，無料クーポン券を５年に１回ではなくて２年に１回にしていただきたいと

いうような形で思っていますが，なにしろ国の財源がかなり厳しいのでなかなかそうはいかないかと

思いますけれども，国との連携が必要かと思います。おそらく宮城県ががん検診の受診率ではリード

していると思いますので，場合によっては国のがん検診のあり方に関する検討会の中でデータ提供を

お願いすることになるかと思います。その時には，行政の方が参考人として出席願うことになるかも

しれませんのでよろしくお願いします。 

次に 18 ページ，がん医療の充実とがんと診断された時からの緩和ケアですね。多々，意見がござい

ました。千坂さんの方からですね，こうやってはいかがですかという提言が含まれていますけれども，

いかがでしょうか。18 ページ以降は，そのあとの 20,21ページに宮城県と同規模の茨城，栃木，福岡

のデータが出ています。これを踏まえて，どのような取組をしていくかを議論していただければと思
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います。データ上は問題ないですかね，18 ページの現状についてのデータ「拠点病院における五大が

んのセカンドオピニオン実績」等が入っています。この 18 ページの拠点病院におけるセカンドオピニ

オンについて，いまだに大崎市民病院とか 0件なのですか。 

 

事務局 

データは２３年度の拠点病院現況報告より取ってきておりまして，対象となっているのは２２年の

１月から１２月ということです。２３年分は，今年の締め切り１０月末にならないとわからないので

すけれども。 

 

大内部会長 

２３年のデータはまだ使えない。 

 

事務局 

はい。２３年度に前年 1 年分の報告ということですので，このデータが最新になります。２３年の

データは２４年度の現況報告になります。報告は１０月末までになっています。 

 

石岡委員 

前も協議会でお話ししましたけれども，東京とか都会はですね，お金を取ったセカンドオピニオン

とか結構まわってくると思うんですが，宮城県とか東北の他の県のドクターにも聞きましたけれども，

結局セカンドオピニオンってお金がかかるので，医療従事者も患者のことを思いやって紹介するんで

すね。セカンドオピニオン外来なんですけれども，診療ではなくて実際はセカンドオピニオンなんだ

けれども，いわゆる診療情報提供書を持って，新患として紹介させて，それで意見をもらうという。

そういう慣習はですね，この地域には非常に残っているというか，医療従事者，医師が患者さんの経

済状況，懐具合を思いやってやっているところがあるので，実質的なセカンドオピニオンという数値

が見えてこないというのがあります。これは，うちの東北大学病院でもそういうことがある。実際は

経済的なところ，東北地方は収入が少ないというのが結構関係あるのではないかと思います。具体的

な数字はないんですけれどもそういう印象を持っています。 

 

大内委員 

これ以上踏み込むのはなかなか難しいですけれども，石岡先生が言われたとおり，いかにもこれは

セカンドオピニオンですねという感じで紹介されたりします。でも，それは件数の中に入ってこない。

これはよろしいですかね。書き方についてはいいですか。 

 

石岡委員 

やはりセカンドオピニオンをやられる習慣といいますか，東北地方って言っていいのか，仙台医療

圏が必ずしもそうではない気がしますけれども，医療，医師に対して他の病院の意見を聞きに行きた

いということに関して，抵抗があるというか遠慮しているところがきっとある。両方の面が，セカン

ドオピニオンの件数が少ないというのにあるのかもしれません。そういった場合はやはり低いという

ような認識を県民にもってもらう。セカンドオピニオンを受ける権利があって，より良い医療を受け

るのは当然メリットがありますし，医療を提供する側にとってもセカンドオピニオンをやるというこ

とは，自分たちの医療のクオリティを上げるという，大事だという認識。やはりそれは，どこかで表
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に出るようにしていくのが大事なのかなと思います。 

 

大内部会長 

はい，よろしいですかね。 

 

事務局 

数は少ないですけれども，このまま出してもうちょっと充実させようと。 

 

石岡委員 

少なすぎると思います。まあ，前半に言ったのはちょっと余計なことかなと。 

 

大内部会長 

その次のページに他の 3 県との比較がありますが，何かご意見ございますか。 

 

石岡委員 

先ほどこの３県，茨城・栃木・福岡，これを選んだ理由というのは何だったんでしょうか。 

 

事務局 

人口を拠点病院数で割った値ですので，拠点病院一施設あたりの人口が宮城県に近い３県というこ

とです。 

 

石岡委員 

それで，どういう評価だったのでしょうか。宮城県は，この表の中において他の３県と比べて何が

少ないとか，この一番下の平均というのを見ればいいのでしょうか。 

 

事務局 

そうですね，４つ表を並べてみたのですが，特に特徴といって出てくるところもないのかなと思っ

たのですけれども。 

 

大内部会長 

38 ページは項目が違うのですけれども，これは情報提供と相談支援機能に関しての参考資料です

ね。宮城県と他の県の比較がここにありますね。間違いなく宮城県が劣っているという数値ですね。 

 

事務局 

悪性腫瘍手術件数が少ないとは思われるのですけれども。 

 

石岡委員 

20ページの表ですね。 

 

事務局 

はい。20 ページの表で４月から７月までの悪性腫瘍手術総数が 246 ということで，他県の 366とか
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591，399 に比べると少ないのかなと思うのですが，ただ２３年の数字ですので震災の影響等も勘案し

ないといけないかなと思います。 

 

大内部会長 

２３年の４月から７月は，宮城県では手術ができなかった。東北大学病院も臨時手術以外はできな

かったです。機械洗浄機，ガスが使えなかったので臨時手術でさえ全てガス滅菌とかは山形大学とか

にお願いして 1 日数件しかできなかったという状況ですので，これを比較されるのは大変辛いですね。 

 

石岡委員 

これは，次のデータが出るのはいつですか。やはり来年ですか。 

 

事務局 

今年の秋ですね。10月末に現況報告として出ます。 

 

石岡委員 

例えば，ここの数字を昨年度の４月から７月が入らない，もう少し後ろの数字を入れた方がいいの

では。そうすると他県と比較にならないですかね。 

 

事務局 

括弧の中の２２年度の数字を拾っていただければいいのかなと思います。調査自体は毎年同じ時期

で行っていますので。 

 

大内部会長 

確かですね，８月以降であればほとんど復旧していましたので，東北大学病院のデータからすると

手術件数は全体に減っているのですが，その減り具合は最小限に食い止めています。８月以降はかな

り戻ってきていますので，大学病院だからこの程度ですけれども，４月から７月は震災直後ですから

とてもじゃないがこれは無理ですね。放射線治療も同じだと思います。 

 

事務局 

東北大学病院の手術件数で見ますと，２２年度の方が少ないんですね。 

 

石岡委員 

おそらくですね，大内先生，結構，非拠点病院で手術しているのが多いっていうところもあります

よね。 

 

大内部会長 

はい，それもあります。 

 

石岡委員 

例えば具体的には，仙台厚生病院と仙台オープン病院などは消化器がんの手術は相当数やって，拠

点病院よりも手術は多いという。 
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事務局 

 それも本県の一つの特徴であろうと思います。 

 

大内部会長 

拠点病院の要件を整えるためには，広くしかも濃くということで。今の病院経営の方から見れば，

ある種特化した診療をした方が経営上はメリットがあるということが，名前は出しにくいですが，そ

ういう傾向になっています。乳がんでいえば何々病院というところが何百件ということですね，そこ

ががん拠点病院にはなれない。それは他の診療科がほとんど入っていない。そういった事情がありま

す。呼吸器科もそうかもしれませんね。ですから，そういったことで比べると少し違うかなという気

がします。ただ，がん拠点病院ということで整理するのが筋だと思いますので，これはそれで受け止

めて，どこかの既定のデータをもう一回精査していただく。昨年のデータで結構ですので，この３県

と宮城県の８月から１２月までのデータを出していただけますか。 

 

事務局 

震災の影響が出ない形で取れるデータがありましたら，そのようにしたいと思います。 

 

大内部会長 

22ページについては同じことですね，繰り返しですのでこのままでよろしいですか。また後で，今

日は時間が限られていますので，後ほど委員からコメントをいただきたいと思います。私からの提案

です。その上で，次の会議までに疑義をとりまとめた上で会議をする，修正案に入らせていただくと

いうことを提案いたします。 

 

事務局 

文書で照会せていただいきます。 

 

大内部会長 

23ページまではよろしいでしょうか。 

 

石岡委員 

23ページに「外科医の人員不足の解消に努める」とありますが，前の話と併せて統一してください。 

 

事務局 

がんを専門とするという文言に統一するということですね。 

 

石岡委員 

はい，そうです。 

 

大内部会長 

24ページ，これまでの取り組みということで東北大学，宮城県がん診療連携協議会，国，学会，拠

点病院ですね。そういったのが書いてありますが，いかがですか。24 ページの下の部分に指摘があり
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ますけれども，例えば①「医療従事者の育成が依然として不十分」，それから下の②「宮城県の専門

医等が仙台地域に集中しているなど，従事者の偏在という課題」もある。これは以前から指摘されて

いることですので。 

医療圏の見直しについて先ほど事務局から進捗状況の説明がありましたけれども，いつごろ出るの

ですか。 

 

事務局 

第２回地域医療計画策定懇話会が９月上旬で調整中でございまして，そこで決定する見込みです。 

 

大内部局長 

それでもってもきっと，仙台地域に集中は変わらないですね。 

 

事務局 

そうですね。 

 

石岡委員 

具体的にはどの医療圏がどうなるかというのは言えないんですか。 

 

事務局 

７月２４日に第１回目が開催されまして，次の日に新聞記事になっておりますので申してもよろし

いかと思いますが，①大崎，栗原，登米の合併，②大崎と栗原，登米と石巻をそれぞれ合併，③大崎

と栗原，登米と石巻と気仙沼をそれぞれを合併，という三案を提出となっております。 

 

石岡委員 

わかりました。 

 

事務局 

いずれになっても仙台圏集中は変わりません。 

 

大内部会長 

それで 25ページですけど。 

 

中山委員 

25ページの表の中の緩和ケア専門医が県内１名になっていて，私も学会に問い合わせますけれど，

１名ということはないんじゃないかと思うんですね，なんとなく。これ１名？ 

 

石岡委員 

いや，これは中保先生です。名前言っちゃまずいかもしれませんけれども，中保先生だけだと。 

 

大内部会長 

全員で 39名です。 
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中山委員 

全国で 39名。そうですか。 

 

大内部会長 

でも，がんセンターの先生は。 

 

中山委員 

小笠原先生とか。 

 

石岡委員 

これはいつの調査ですか，認定数の調査をした時期。認定は多くの学会は４月に認定されるので，

いつの調査かで違うのですが。調査されたのは最近だと思いますから，そうすると新しいデータかな

と思います。ただ，そんなにたくさんはいないと思いますので。 

 

中山委員 

石巻の日下先生とか，昔から緩和ケアに従事されている先生もいらっしゃいますが。 

 

石岡委員 

専門医制度がまだできたばかりというのが一つですね。非常にハードルの高い認定専門医制度です

ので。 

 

中山委員 

では中保先生だけかもしれませんね。 

 

事務局 

宮城県は東北大学病院緩和医療学分野の中保先生だけです。 

 

大内部会長 

学会によってはホームページ上で公開しておりますので，ここはもう一度確認していただいて。全

国に比べると劣っているということがよくわかるかなと思います。 

26ページはよろしいですか。緩和ケアの推進。29 ページからの別紙を見ますと病院ごとの専門医等

の配置，それから緩和ケア研修会修了者数，これも全国平均と比べてどうか，宮城県はある程度良さ

そうですが。麻薬については全国よりも消費量高いです。これはおそらく在宅ケアで健闘されている

方がおられるということで，ある意味，宮城県はより進んでいるだろうということ。何か御意見あり

ますか。この辺は，今日御欠席の岡部先生の意見を汲まないと何とも言えないですね。岡部先生に会

議の報告とともに意見をいただくということでいかがですか。よろしいですか，中山先生，そのお繋

ぎもお願いしてよろしいですか。 

 

中山委員 

はい。 
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大内部会長 

ありがとうございます。 

では，32 ページに進みまして地域の医療・介護サービス提供。 

 

石岡委員 

緩和ケア研修のあり方について都道府県の拠点病院でかなり難しくなっています。資料をお持ちで

したら，その資料とそのときの議事録，まだ来てないですよね議事録，７月２３日の。要するに医療

従事者，医師だけでなく広く緩和ケアの研修をということに関しては実質的になかなか大変なので，

ウェブで e ラーニングするなど座学に一部置き換えるとかも，拠点病院から出た意見を参考にしてい

ただくといいのかなと思います。 

 

大内部会長 

私も全国協議会で昨年度，２日間の研修というのは非常に厳しいということで，嘉山先生，当時が

ん研究センター理事長でしたが，その前から緩和ケア研修会のあり方について意見を出していたので

すね。それで，また同じことを昨年も議論されて，再度要望されていたのです。それで，e ラーニン

グ含めた形で何時間かかる，あとは対象を広げるとかですね，そういったことは当然あるべきだと思

っています。その辺はちょっと合わせて，調査資料をいただいて書き込むということでお願いします。

よろしいですか。 

では，32ページの医療圏の見直しということが今，言われていますので，その経過を見据えながら

議論していくことになりますのでよろしいでしょうか。そうすると，上のこの大崎，登米，栗原，石

巻。気仙沼は入らないのでしょうか。 

 

事務局 

気仙沼を合併する案もあります。 

 

大内部会長 

そうすると，この下の表がかなり変わってくるということですね。 

 

石岡委員 

そうなると，空白医療圏は仙南医療圏だけなんですか。 

 

事務局 

仙南は今，みやぎ県南中核病院が準備していますので，そちらの方もできると聞いてますので医療

圏の切り直しでほぼなくなるということです。 

 

大内部会長 

35ページからの在宅看取り率が書いてありまして，宮城県，仙台市は高いですね。がんでは仙台市

は政令市の中で 1位です。 
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中山委員 

33ページ，真ん中よりも下なんですけれども「拠点病院のない空白地域で生活する方であっても，

拠点病院のある地域と同等のがん医療を受けられるような連携体制の一層の推進」ということの中の

③の市町村等というところで，急速な病状の変化に対応し，という文言があるんですが，これはわか

りにくいんじゃないかと思うんですね。おそらく私が思うには，がんの患者さんは ADL が維持され

ていて，亡くなる一ヶ月前くらいに ADL が下がるので，介護保険の認定を早くしてほしいというこ

とを書いてくださったと推測します。私が今，東北大学のがんセンターの仕事で登米地区に入らせて

いただいて実感したのは，登米市の人が動いてくれないと地域が動かないということがよくわかりま

した。県で色々言ってくださっても，市町村の保健師さんたちが動かないとやっぱり無理なんです。

それでここの文言の提案ですけれども，「がん患者が通院治療や在宅療養を受けながら地域で暮らせ

るよう保健・医療・福祉サービスの適正な整備を進める」みたいな感じで市町村も県のそういう通達

を受けて主体的に動いていただかないといけないんだ，ということを言った方がもう少し動きやすい

んじゃないかなと思います。特に今，入院期間が短くなっているので，通院している患者さんで，特

に県北だとご高齢者が多いので，福祉サービスと保健的なサービスも必要になってきます。そういっ

たところを主体的に市町村に動いてもらうとかなりいい形になっていくのかなと。市の実情は，私の

印象なんですが，がん患者は病院が見てくれているだろうという雰囲気です。外来でちゃんと病院が

見ているという認識で，何で私たちがしなきゃいけないんだというような認識でいらっしゃる市町村

の担当者の方が多くて，やはり市町村の役割が入院期間が短くなったことで変わっているという意識

をお伝えしていくということが必要だと思うので，今のような文言で市町村にもアプローチできるよ

うにしていただくといいのかなと思いました。 

 

大内部会長 

はい，大変貴重な御意見ありがとうございました。結局，市町村に適切な指導を行うということが

県の役割ですので，そういった文言にしていただくようお願いします。よろしいでしょうか。他にご

ざいますか。 

では，よろしいですか。38 ページの情報提供と相談支援機能。さっき若干話しましたが，拠点病院

数で県の人口を割った数で比較的近い，茨城・栃木・福岡との比較においても相談事業は弱いという

ことですね。これをもっと充実すべきであろうということです。いかがですか。基本的にはこれでよ

ろしいのかと思います。 

40ページは，患者会等ですが。拠点病院ごとに，いわゆるがんサロンとか患者会とかいったことに

ついては組み込まれていると思いますが，これを地図でもわからなくはないのですが，もう少し案件

の取り方を工夫できないですか。もうちょっと広めに集めてもいいような気がしますけれど，各拠点

病院に対して患者支援，相談窓口等についてのアンケートを送り直すような。いかがですかね，この

情報は，どういった形で取られたのですか。 

 

事務局 

拠点病院につきましては現況報告で患者会支援とかサロンとかいう項目がございますので，そちら

から情報を取っております。あと，病院と関係ないところで作られている患者会さんもあるのですが，

それは患者会の情報交換会といいますか，意見交換会を年に 1 回くらいやってきておりましたので，

そこに出席いただいている方々を載せております。県の委託事業で中山さんの NPO 法人でやっていた

だいている患者会の立ち上げ支援事業というのがございまして，そこで立ち上げた患者会とかそうい
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ったところから情報を集めてまとめたものが 41ページです。 

 

大内部会長 

こういった情報というのは，医療圏ごとそれから拠点病院ごとに整備されてそれは大変結構なので

すが，例えば宮城県対がん協会でもがん相談窓口はありますよね。久道先生は直に相談受けています

よね。あれはどこに入っていますか。 

 

渋谷委員 

これは患者会という形なのでここには入ってこないかと思うんですね。 

 

事務局 

そうですね，みやぎよろこびの会は右下にあるのですが，相談窓口としては対がん協会は入れてお

りませんでした。 

 

渋谷委員 

ただ，がん何でも相談はやられていますし，県の委託事業で地域統括相談支援センター事業は中山

委員の御指導を仰ぎながらやっているところでありますので，入れてもらってもいいような気がしま

すね。 

 

事務局 

拠点病院以外の相談窓口については，もう一度整理をして追加したいと思います。 

これは，もう一度きちんと精査してまとめ直しさせていただきたいと思います。どうしても引っか

かってこないところがいくつか残ってしまうかとは思いますが。 

 

中山委員 

一言だけ。私は看護師で保健師の立場なので，患者会の中には自分たちの主張を押しつける会も，

正直言ってあるんです。例えばモルヒネは使わない方がいいというような主張をしている会もあるの

が事実です。ですから私はやはり一度そこに出向いて，どんな考え方でやっておられるのか伺って，

やはり医療と相容れるのは難しいというところは，活動自体は全国組織であってもリストに入れない

判断をしています。その辺は少し配慮した方がいいんじゃないかなと思っていました。 

 

大内部会長 

私から申し上げたかったのは，これで例えばがん拠点病院ということで作ってもらいましたが，そ

の中で全部把握されているのですかということですね。漏れておりませんかということ。実は，今年

の朝日がん大賞の受賞者が，静岡県立がんセンターのいわゆるがん相談窓口なのです。これは全国規

模の活動なので，そういうことが今，当たり前になってきているということです。そういうことであ

れば，こういったことをして県内の患者支援といいますか，広めるきっかけになると思います。 

では，次にがん登録ですが，宮城県は確たるものを持っていますけれども，渋谷先生御意見ござい

ますか。 
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渋谷委員 

特にないです。ただ，がん登録の法制化をにらんで県の方でもがん登録についてさらに検討してい

るので，これはこれでよろしいんじゃないかと思います。久道先生の研究，あとで出てくるかもしれ

ませんけど，甲状腺がんのその辺も対応できるんじゃないかなと，私自身は思っているんですけれど

も。住基ネットの利用というか，その辺お話ししてもよろしいんですか。 

 

事務局 

８月２日に開催されました宮城県新生物レジストリー委員会の中で御報告させていただいたんです

けれども，放射線の健康影響に関して有識者会議というのを作りまして，その中の提言でがん登録の

整備というのがございましたので，県としてもその提言を受けて検討を進めまして，住基ネットを使

えるようにする，がんの罹患の地域集積性を検証するようなシステムを作る，ということで動いてお

ります。 

 

大内部会長 

最後の研究というところに踏み込むわけですけれども，がん登録については，現状通り頑張ってい

きましょうということですね。 

では，小児がん。先ほど冒頭，石岡委員からお話しがありましたが，このように年間罹患者数が 2,000

から 2,500 という，そう多くはないですけれども，しかしながら小児がんというのは大変深刻な問題

でありまして，本当に何とかしなければいけないということは，皆さんのお考えのとおりですので，

数が少ないからといっていいことではないと思います。それから，小児白血病の患者さんですと最近

は，長期間生存する方も増えておりますが，成人後にいろんな疾患が，長期フォローによってわかっ

てきたことが多々ございますし，その体制がかなり遅れているということも指摘されているところで

すので，県としてもこれについては，踏み込むべきことかと思います。県内と全国平均をみたときに

罹患者数が 38.6 ということでちょうど平均ですけれども，小児科を扱う施設というのは，県内では先

ほど話題になっておりますね，東北大学病院と県立こども病院がメインかと思いますが，拠点化に向

けての整備が整ったのであれば体制を支援するというのが，本ワーキング部会の書きぶりではないか

と思います。よろしいでしょうか。 

 

中山委員 

44ページの一番下から 3 行目ですけど「②治療や医療機関に関する情報が少ない」というところに

「治療や医療機関，在宅ケアに関する情報が少ない」としてもらった方がいいかなと思います。今，

訪問看護ステーションが医療保険でサポートするときに，外泊支援もお金が付くようになって，こど

もたちの治療中の QOL ということを考えたときにしっかりとした看護師さんのサポート体制があれ

ば，在宅に一時戻れるみたいなケースがあるとすると，そういった連携のところもこれから強化する

必要があると考えます。こどもたちに対してどんなふうに県内が整備されているか。その文言も入れ

てもらった方が意識化されるんじゃないかと思います。 

 

 

大内部会長 

はい，では，そのようにお願いします。 

次のページ行ってよろしいですか。教育・普及啓発，これは書かれているとおりで，こどもに対し
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て，県民に対して，患者家族に対してということですね。 

47ページの「がん患者の就労を含めた社会的な問題」ということで，これも宮城県だけの問題では

ないのですけれども，ある程度の書きぶりが必要ですね。よろしいですか。今日は一度見ていただい

て，御意見をいただいたうえで次回の検討会に入れたいと思います。 

最後のページですね。「がんに関する研究」という仮おきになっております。がんの動向と将来予

測について研究。例としては検診受診率 70％を達成した場合のがん死亡率。あるいは，喫煙率 12％を

達成した場合のがん死亡率。これはもう，シミュレーションできるわけですよね。ただ，これを研究

ベースで行うとすると，どういった形でやるのかですね。委託事業になるのか，県からの研究資金が

出せるのか，ちょっと私にはわかりませんけれども。2 番目の地域ごとの甲状腺がんの動向について

は，これはがん登録制度を使えばできることですのでそう難しいことではないと思っていますが，先

ほど途中経過ということでありましたけど，おそらく東京電力福島第一原発事故を受けての甲状腺が

んについては，特に県南においては，住民からの要求もあって甲状腺の検診を行っている実態もあり

ますので，何らかの対応が必要かと思います。これは継続いただいてよろしいですかね。何か特にこ

こで発言はありますか。 

 

石岡委員 

私からではないのですが，この間，先ほど申し上げました７月２３日の拠点病院の協議会でもです

ね，がんセンター東病院の江角院長から国のプランについて，将来どういうふうになるのかというビ

ジョンといいますか，どういうふうになるのかよく見えないと，先行きが悪いということが言われて

おりますので，やはりこの久道先生指摘の部分，この目標をある程度達したときにはどういう社会が

待っているかという，がん患者の動向がどうなっているかということは可能であれば出した方がいい

のかなと思います。 

 

大内部会長 

これは最初の方でできますね。検診のモダリティによりますけど，発見されてくるがんの進行度は

そこでデータとしてありますので。 

 

渋谷委員 

私の記憶では，がんセンターに頼めば金もかからずにできるんじゃないかと言ってたような記憶が

ありますが，これは余計なことでした。 

 

大内部会長 

宮城県がんセンターに疫学部がありまして，ここには上席研究員がおられます。その方にやってい

ただくのが一番いいのですけれども，押しつけるわけにもいきません。また検討したいと思います。

やればできることですから。なぜ何％の設定なのか，根拠はあった方がいいと思います。出そうと思

えば出せるものです。簡単なシミュレーションです。関係者と相談させてください。 

よろしければ今日の議事についてはこの程度で終了します。時間が過ぎまして申し訳ないのですが，

次回についてお諮りします。日程については，まだ決まっておりません。事務局で調整中ということ

です。設置要綱第４条の２，部会長は必要に応じて部会に構成員以外のものの出席を求めることがで

きるとあります。ここの条項を活用させていただいて，次回は参考人を招致したいと思っております。

参考人といいますのは，今回，新たに加えられました小児がんについて意見を聴取したいということ
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で，もしよろしければ宮城県立こども病院副院長の今泉益栄先生をお呼びしてお話を伺いたいと思い

ますが，よろしいでしょうか。 

 

渋谷委員 

よろしいんじゃないでしょうか。 

 

大内部会長 

他に何かございますか。では，ないようでしたら司会に戻しますのでよろしくお願いします。 

 

司会 

委員の皆様，長時間にわたりましてどうもありがとうございました。 

以上を持ちまして，本日の会議を終了させていただきます。どうもありがとうございました。 


