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平成２９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２９年７月１１日（火）午後６時３０分から午後９時まで 

２ 場所：宮城県庁行政庁舎７階 保健福祉部会議室 

３ 出席委員（五十音順，敬称略） 

安藤 ひろみ，石岡 千加史，渋谷 大助，丹田 滋，中保 利通，吉田 久美子 

４ 会議録 

 

（司会） 

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２９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。 

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。 

それでは，開会にあたりまして，宮城県保健福祉部健康推進課 岡本課長より御挨拶申し上

げます。 

 

（岡本課長） 

皆様こんばんは。健康推進課長の岡本でございます。会議の開催にあたり一言御挨拶申し上

げます。 

本日は，お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。 

皆様には，このたび，宮城県がん対策推進協議会ワーキング部会の委員をお願いしたところ

でございますが，委員をお引き受けいただきまして，誠にありがとうございます。 

当部会は，「第２期宮城県がん対策推進計画」の評価及び「第３期宮城県がん対策推進計画」

の策定に関して，計画内容の充実を図るとともに，県の実情に合わせた推進方策や目標設定に

ついて検討を行っていただく部会でございます。 

本日は，第２期宮城県がん対策推進計画の評価について，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いた

しまして，開会にあ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いたします。 

 

（司会） 

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。 参考資料２ 委員名簿を御参照願います。 

仙南地区在宅ホスピスケア連絡会代表の安藤委員でございます。在宅緩和ケア分野として，

御参加いただきます。 

東北大学病院副病院長兼がんセンター長の石岡委員でございます。がん医療分野として，御

参加いただきます。 



 - 2 - 

公益財団法人宮城県対がん協会がん検診センター所長の渋谷委員でございます。がん検診分

野として，御参加いただきます。 

東北労災病院腫瘍内科部長兼がんセンター長の丹田委員でございます。両立支援分野として，

御参加いただきます。 

宮城県立がんセンター医療部長兼緩和ケア内科診療科長の中保委員でございます。緩和ケア

分野として，御参加いただきます。 

がん患者会・サロンネットワークみやぎ代表の吉田委員でございます。患者会として，御参

加いただきます。 

それでは，次第の２，部会長の選任に入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，参考資料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

すか。 

 

（渋谷委員） 

  事務局案はございませんか。 

 

（司会） 

事務局案という意見がございましたが，よろしいでしょうか。それでは事務局案をお願いし

ます。 

 

（事務局） 

事務局といたしましては，石岡委員が適任ではないかと考えます。 

 

（司会） 

  ただ今，事務局から，石岡委員との提案がありましたが，他に御意見ございますか。 

 

（意見なし） 

 

（司会） 

それでは，部会長は石岡委員にお願いしたいと思いますが，よろしいでしょうか。 

 

 （意義なし） 

 

（司会） 

それでは，部会長を石岡委員にお願いすることと致します。 

  石岡委員には，部会長席へお移りいただきます。 
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（司会） 

  ここで，石岡部会長より御挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（石岡部会長） 

ただ今，事務局の御推薦の基で，委員の皆様にこの部会の部会長に御推挙いただきました，

東北大学病院の石岡でございます。どうぞよろしくお願いします。 

先ほど岡本課長からお話しがありましたが，御承知のとおり，第２期県計画の評価と第３期

県計画の策定の基盤となるところを検討し，宮城県がん対策推進協議会へ提出するという役割

を果たす非常に重要なワーキング部会と理解しております。このワーキング部会で決定しまし

たことは，最終的に第３期計画を通じて，施策へ大きな影響を及ぼしていくことになるかと思

われますので，是非，先生方の専門性を充分に活かしていただき議論していただければと思い

ます。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

（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，石岡部会長にお願い

いたします。 

 

（石岡部会長） 

始めに，本会議の公開・非公開について議論して参ります。県の情報公開条例第１９条の規

定に基づき，原則として会議は公開するものとされておりますが，「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。 

そこで，委員の皆様にお伺いいたします。本会議を非公開とすべきとの御意見はございます

でしょうか。 

 

（丹田委員） 

公開でよろしいかと思います。 

 

（石岡部会長） 

それでは，公開とさせていただきます。 

 

（事務局） 

石岡部会長，よろしいでしょうか。 

傍聴人から，ビデオの撮影の申し出がございますが，この点につきましても御意見をいただ

ければと思います。 

 

（石岡部会長） 

ただ今事務局より，ビデオ撮影の申し出がありました。議論の内容をビデオで撮影するとい
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うことは録音も含まれるかと思いますが，その場合の可否についていかがでしょうか。 

（丹田委員） 

そのビデオはどのように使われるのでしょうか。 

 

（事務局） 

取材の一環ということでございますので，編集は行っていただけると思います。 

 

（石岡部会長） 

傍聴者についての情報は教えていただけるのでしょうか。 

 

（事務局） 

個人名まではお伝えできかねますが，報道機関でございます。 

 

（石岡部会長） 

ビデオ撮影の意図がわかりかねます。撮影したものを報道する予定であるのか，単なる記録

として残すのかを教えてください。単なる記録であれば，録音のみで足りるのではないかと思

われます。 

 

（事務局） 

ニュース報道で使用するとのことです。 

 

（石岡部会長） 

理解いたしました。録画したものをニュースなどの報道で使用する可能性があるということ

ですね。このような情報の基にビデオ撮影に関して，委員の皆様の御意見を伺いたいと思いま

す。 

 

（丹田委員） 

報道機関ということであれば，宮城県内での影響力を考え，報道していただいた方がよろし

いかと思いますので，よろしいかと思います。 

 

（石岡部会長） 

その他に御意見はございますか。 

ないようでしたら，ビデオ撮影についても可とさせていただきます。 

 

（丹田委員） 

宮城県がん対策推進協議会の議事録は公開されますが，このワーキング部会の議事録は公開

となるのでしょうか。 
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（石岡部会長） 

この会議自体が公開ですので，議事録についても後日公開となります。よろしいでしょうか。 

それでは，次第の３，議事に入らせていただきます。議事（１）第２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。まずは，進捗状況の評価の基準及び評

価概要について説明願います。 

 

（事務局） 

  進捗状況の評価の基準及び評価概要について説明いたします。資料１を御参照ください。進

捗状況を評価する上での指標及び基準等について記載しております。評価指標につきましては，

平成２８年度第２回当協議会において承認いただいております。 

進捗状況の評価については，（１）目標値が設定されており，県民健康・栄養調査等で直近値

等の把握が可能なものについては，表に記載いたしました「指標及び基準」で進捗状況を評価

いたしました。４段階で評価を行い，（２）に記載しましたように，データが存在しなかったり，

数値の確認が困難であるもの，基準等が変更になり評価できないものについては，「I」に区分

しております。 

また，※印に記載がありますように，「みやぎ２１健康プラン」と同一の項目については，平

成２９年度にみやぎ２１健康プランの中間評価を行う予定となっており，その結果を参考に評

価を予定としております。 

なお，（３）に記載がありますように，目標値の設定が行われていないものにつきましては，

参考指標について比較をし，当ワーキング部会において総合的に評価していただきます。 

  資料２を御覧下さい。７月１１日現在の第２期宮城県がん対策推進計画における進捗状況及

び評価案の概要となります。数値目標が定まっている項目は，全体目標３項目，個別目標２６

項目です。結果は，「A（順調）」が３項目（10.3％），「B（概ね順調）」が１３項目（44.8％） 

「C（やや遅れている）」は４項目（13.8％），「D（遅れている）」が７項目（24.1％），「I（評価

不能）」が２項目（6.9％）です。 

分野別にみた場合は，全体目標である「７５歳未満の年齢調整死亡率の２０％減少」が目標

値に届いていないほか，個別目標では，「患者会等の情報提供」，「小児がん」については達成（順

調）となっておりますが，「がんの予防」については十分ではない状況であります。 

C 以下の項目及び評価不能項目を表の下に記載しております。未成年者喫煙率は平成２２年

以降調査項目がなく，評価不能としております。医療従事者数については，現在，調査中のた

めに評価不能となっております。 

 

（石岡部会長） 

ありがとうございました。第２期宮城県がん対策推進計画の評価の基準及び評価概要につい

て，事務局から説明をいただきました。個別の評価内容については，この後資料３で御審議い

ただきますが，まずは評価の基準と概要について御審議いただきたいと思います。まず，評価

の基準についてですが，こちらは既にがん対策推進協議会において諮られているものでござい

ます。何か御意見等はございますか。 
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（丹田委員） 

評価の基準について，既にがん対策推進協議会において審議済みということですが，当時委

員ではなかった私は関与しておりませんでしたので，一般県民の視点から申し上げますと，B

評価として「目標値には至らないが改善」という設定はいかがなものかと思います。基準その

ものはこれで良いのではないかと思いますが，この後の議論の中で，目標値に至らなかったも

のについては，基本的には C評価になるのではないかと私は思います。 

 

（石岡部会長） 

ありがとうございます。他に御意見はございますか。 

先ほど事務局より説明があったとおり，評価基準については既に宮城県がん対策推進協議会

において決定しておりますので，丹田委員の御意見は宮城県がん対策推進協議会において報告

するため，事務局は議事録に記載して下さい。 

確かに，B 評価として「期待通りの成果があり」，「目標値には至らないが改善」という点に

ついて納得できるかと言えば納得できないという御意見もあるかと思います。 

他にこの件について，御意見等なければ先に進めたいと思います。 

これらの評価指標を基に評価を行いますが，概要を御覧いただきますと調査項目がなくなっ

たものと，現在調査中ということで評価不能が２項目ございます。また，C 評価以下について

は，喫煙関係や生活習慣に関してです。 

こちらについても，特段御意見がなければ先に進めさせていただきます。 

続きまして，第２期宮城県がん対策推進計画の評価について，分野毎に審議していきたいと

思います。各分野２０分程度となります。スムーズな進行に御協力願います。では，事務局か

ら説明願います。「１ がんの予防とがん検診の受診率及び質の向上」についてお願いします。 

 

（事務局） 

個別目標別の進捗状況につきましては，協議会にて配布した資料からの変更部分に下線を引

いております。【課題と対応】につきましては，基本計画案の取り組むべき施策から一部引用し

て記載しております。引用した部位については括弧内を参照願います。 

「１ がんの予防とがん検診の受診率及び質の向上」について説明いたします。資料３ ２

ページを御覧下さい。この項目は「みやぎ２１健康プラン」と同一の項目になっており，目標

年は平成３４年になっております。直近値は，平成２８年に実施した県民健康調査の数値を記

載しております。 

進捗状況として，喫煙について，「成人の喫煙率の減少」の項目について C，「受動喫煙の機

会を有する者の割合の低下」について，職場（毎日・時々）が C，家庭（毎日），飲食店（毎日・

時々）D となっております。未成年の喫煙については，平成２２年以降調査項目がなく，評価

不能としております。 

【課題と対応】としては４点記載しております。様々な企業・団体と連携し，喫煙が与える

健康への悪影響に関する普及啓発活動を一層推進し，禁煙希望者への禁煙支援を推進すること。

家庭における受動喫煙の機会を減少させるための普及啓発活動，妊産婦や未成年者の喫煙をな

くすための普及啓発活動を推進すること。未成年者など，新たな喫煙者を増やさないため，出
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前講座や学校保健担当者向けの研修会など防煙教育に取り組むこと。非喫煙者に対する受動喫

煙の健康影響について，職場等での受動喫煙がない環境づくりを推進すること。 

その他の生活習慣について，４ページを御覧下さい。喫煙の健康影響に関する知識の普及 Ｄ，

食塩摂取量の減少 Ｃ，野菜摂取量の増加 Ｄ，肥満者の割合は男女ともに Ｄ，生活習慣病

のリスクを高める量を飲酒している者の割合 男性 Ｄ ，女性 Ｃ といたしました。 

【課題と対応】としては２点記載しております。「みやぎ２１健康プラン」と同様に， 生活

習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の低下など，がん予防について，学校にお

けるがん教育や，産官学連携で推進する「スマートみやぎ健民会議」，食生活改善普及運動等を

通じた普及啓発により，積極的に取り組むこと。特定健診・保健指導の充実など，メタボ対策

を強化すること。 

「（２）がん検診の受診率及び質の向上」については，４ページを御覧下さい。直近値は平成

２８年県民健康・栄養調査の数値になります。がん検診については，肺がん検診以外は目標達

成には至りませんでしたが，子宮頸がん検診を除き改善が見られ，全てのがん検診において，

がん対策推進基本計画の目標値５０％を超えていることから Bといたしました。 

【課題と対応】としては２点記載しております。個別の受診勧奨・再勧奨，職域で受診機会

のない者に対する受診体制の整備，企業との連携による受診勧奨など効率的・効果的な方策を

検討し，実施すること。若年女性向け普及啓発を強化すること。 

７ページは，がん検診精度管理について記載しております。がん検診精度管理調査を実施し，

宮城県生活習慣病検診管理指導協議会において事業評価を行っておりますが，平成２８年度実

施分の検診につきまして，すべての市町村でＡ（基準をすべて満たしている）及びＢ（基準の

一部を満たしていない。）評価となっております。 

【課題と対応】としては２点記載しております。がん検診の精度向上を図るため，市町村や

検診機関，医師会と連携しながらがん検診に係る事業評価を実施すること。がん検診や精密検

査の意義や正しい知識についての普及啓発を推進すること。以上です。 

 

（石岡部会長） 

ありがとうございます。 

「がん予防とがん検診」について，事務局から説明をいただきました。 

ここは，先ほどの概要のところで事務局から説明をいただきましたが，C 評価以下が非常に

多いところでございますので，委員の先生方とじっくり議論したいと思います。 

まず始めに，１ページ「１ がんによる死亡者の減少」について，御意見等はございますか。

こちらは，国の第２期計画において目標値を達成できず，また，宮城県も同様に目標を達成で

きませんでした。ただ，改善はみられるという状況でありますので，概ね順調ということで B

評価となっております。数字を見ると，直近値の平成２７年が７７．３％ということで，平成

１７年を１００％とすると約１４％低下している状況です。こちらについては，B 評価でよろ

しいですか。 

 

（丹田委員） 

目標値を達成できていないのですから，私は C評価であるべきだと思います。 
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（石岡部会長） 

渋谷委員はいかがですか。 

 

（渋谷委員） 

目標を達成させるとなれば，目標値を下げれば達成となるわけですので，達成できなければ

一概に C 評価というのも「順調」以外は全て「やや遅れている」となりかねませんので，いか

がなものかと思います。ただ，確かに B評価の指標の表現として，「概ね改善」ではなくただ単

なる「改善」でも良いのではないかと思います。B 評価の意味として「改善」ということであ

れば，私はこのままの評価でよろしいのではないかと思います。 

 

（石岡部会長） 

他の委員の先生方はいかがですか。 

参考にすべきは，１ページの一番下に記載されております，「全国の７５歳未満の年齢調整死

亡率」ですが，国は平成１７年で９２．４％と宮城県より悪い数値となっております。しかし，

平成２７年で７８．０％と大分追いつかれておりますが，まだ全国の数値の方が悪い状況です。

国の数値について平成１７年を１００％とすると，平成２７年では８４．４％と，宮城県と同

じような数値となっております。これを踏まえて，中保委員，いかがでしょうか。 

 

（中保委員） 

評価を B とするか C とするかは，非常に難しいところで，判断に迷わざるを得ない部分かと

思います。全体の評価を拝見していると，一定の改善があれば B 評価としたいという意図が感

じられますので，そのような方針であればということで私は B評価と判断しておりました。 

 

（石岡部会長） 

先ほど申し上げましたが，先生方の御意見については，宮城県がん対策推進協議会に申し送

りますので御意見があればお願いいたします。 

 

（丹田委員） 

県として，C評価が多いと困るということはあるのでしょうか。例えば，C評価が多いと国か

ら指摘されるというようなことがあるのでしょうか。 

 

（岡本課長） 

C 評価が多いと国から指摘されるということはございません。第２期の計画に基づいて宮城

県がどのように関係機関と対策をとってきたかということを評価する目的のものでございます。

このような意図で，昨年度の宮城県がん対策推進協議会で委員の皆様にお諮りして，この評価

方法で良いのではないかという御意見をいただきました。 

 

（丹田委員） 

ページの中段に記載されているグラフですが，ここ３年ほどは横ばいになっております。こ
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の理由については図りかねるところでございますが，この状況から，もっと努力が必要である

という評価になるのではないかということです。 

 

（石岡部会長） 

安藤委員はいかがですか。 

 

（安藤委員） 

この数値は，事実を表す数値だと思いますので，それに対して評価云々というのはあまり考

えなくてもよいのではないかと考えておりました。７５歳以上の方へのがん検診について，積

極的なものでもないですし，それまで受けていた検診について，費用がかかるから受診しなく

なったというように，様々な背景がある中で，これはこの数値で受けとめるべきだと考えてお

りました。 

 

（石岡部会長） 

ありがとうございます。それでは最後に，吉田委員お願いします。 

 

（吉田委員） 

資料３については，一度評価はしているのですが，改めて読み直してみると，「概ね順調」と

いう言葉が気になりました。先ほど渋谷委員がおっしゃったように，「改善」ということであれ

ば納得がいきます。しかし，この「１ がんによる死亡者の減少」については，この評価でよ

ろしいのではないかと思います。 

 

（石岡部会長） 

B評価と C評価で少し意見が分かれましたが，私もここの評価については，C評価でもよろし

いのではないかと思いますが， B評価という意見の方が多いので，ここは B評価ということで

よろしいでしょうか。 

 

（丹田委員） 

多数決になるのですか。 

 

（石岡部会長） 

そうです。 

しかし，この評価については，確かに，「概ね順調」，「期待通りの成果」ではないと思います。

新聞報道でもありましたが，国立がん研究センターの公式な見解では，期待通りの成果ではな

いということになっております。その数値とほぼ同じ宮城県が何故，期待通りという評価にな

るのかということに関しては，やはり多少問題があるのではないかと思います。 

 

（丹田委員） 

安倍内閣でも，このままだと不足しているからとがん対策加速化プランを出しましたからね。 
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（石岡部会長） 

最初は，B 評価でも良いのではないかと思いましたが，国が期待通りでないと言っているに

もかかわらず，宮城県がほぼ同じ数値で期待通りというのは，良くないのではないかと思って

きました。さらに，国の方が改善の程度が良いのですが，目標達成に至っておりませんので，

国は期待通りでないと言っております。 

 

（中保委員） 

この国の数値というのは，全国平均ですよね。 

 

（石岡部会長） 

はい。 

 

（渋谷委員） 

７１．８％以下であれば目標達成ということですよね。 

 

（石岡部会長） 

ここに至らなかったとしても，全国平均よりもかなり良い状況，例えば，７４％くらいにな

っていれば全国よりも大幅に改善しているということも言え，概ね順調と判断しても良いので

はないかと思います。 

 

（中保委員） 

そのような比較可能な数値があるのでしたら，C評価でも良いのかと思います。 

 

（石岡部会長） 

それでは，挙手で決めたいと思います。まず，B評価が適当と考える先生方，挙手願います。 

 

（それぞれ挙手） 

 

（石岡部会長） 

それでは，C評価が良いと思う先生方，挙手願います。 

 

（それぞれ挙手） 

 

（石岡部会長） 

５名の先生が C評価ということですので，「１ がんによる死亡者の減少」については，C評

価とさせていただきたいと思います。 

 

（丹田委員） 

ちなみに，資料中【課題と対応】の箇所に記載されている，「基本計画案の取り組むべき施策」
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についてですが，この資料は本日我々の手元にあるのでしょうか。 

 

（事務局） 

参考資料４として配付しております。前回の宮城県がん対策推進協議会おいても配付してお

るものでございますが，国の第３期基本計画案における取り組むべき施策ということで一部引

用させていただき，宮城県の実情に合わせて記載させていただいております。 

 

（石岡部会長） 

参考とすべき国の文言が記載されているページを表しているものです。資料に記載されてい

る内容は宮城県バージョンになっております。 

 

（丹田委員） 

つまり，国の計画を参考に，事務局が作成されて，本日原案として示されたものですか。 

 

（事務局） 

はい。 

 

（石岡部会長） 

それでは，先に進めさせていただきます。２ページを御覧下さい。喫煙に関してです。 

「成人の喫煙率の減少」ですが，こちらは目標値に対して，やや遅れているということで C

評価となっておりますが，こちらに異議はないかと思います。また，「未成年の喫煙をなくす」

という項目については，先ほど事務局から説明がありましたが，項目がなくなったということ

で評価不能の Iとなっております。それから，「妊娠中の喫煙をなくす」に関しては，４．８％

から２．６％となっており，かなり減少していると思われ，B評価となっております。「受動喫

煙の機会を有する者の割合の低下「家庭（毎日）」」については，１７．６％から１７．８％と

いうことで，全く改善しておりませんので当然 D評価となっております。「受動喫煙の機会を有

する者の割合の低下「職場（毎日・時々）」」は，４１．７％から３７．６％となっており，改

善は多少あるものの遅れているということで C評価となっております。「受動喫煙の機会を有す

る者の割合の低下「飲食店（毎日・時々）」」は４０．３％から４０．４％であり，改善が無い

ため D評価となっております。 

これについて，何か御意見はございますか。 

 

（渋谷委員） 

無いと思います。 

 

（丹田委員） 

成人の喫煙率は確か，全国の中でも下から４番目くらいであったかと記憶しております。 
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（石岡部会長） 

確か，少し良くなったかと思います。 

 

（事務局） 

成人の喫煙率に関して，全国と比較できるものが，２ページの下【課題と対応】のところに

調査名を記載しております国民生活基礎調査の平成２５年調査になります。平成２５年調査に

おける全国順位では，下から４位となっておりました。平成２８年調査につきましては，最近

公表になったものであり，まだ全国順位については公表されておりませんので，順位の最新デ

ータとしては平成２５年調査結果となります。 

 

（丹田委員） 

公表されていませんでしたか。一部の報道では４位くらいと公表されていたかと思いますが。 

 

（事務局） 

おそらく平成２５年調査の結果かと思います。平成２８年調査結果については先週公表され

たばかりですので，全国順位も間もなく公表されるかと思います。 

 

（石岡部会長） 

ありがとうございます。 

C 評価については，資料１の表を御覧いただきたいのですが，「一部改善・一部悪化・不変」

となっており，D 評価については，「全体的に悪化・改善傾向がみられない」という基準です。 

「成人の喫煙率の減少」については，２５．５％から２４．３％ということで，不変か一部

改善，不変に近いかと思います。そうすると，先ほど議論がありましたように必ずしも指標の

言いようとしては該当しないにしても，基準と照らし合わせて C 評価になるのではないかと思

われます。全体的に悪化というものではありませんし，改善傾向がみられないわけではなく，

少しずつは改善しておりますので。ただ，もちろん，概ね順調ということではりません。 

ここについては，私は C評価で良いと思いますが，いかがですか。 

 

（丹田委員） 

賛成します。 

 

（石岡部会長） 

それ以外の項目についていかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

（丹田委員） 

（取組の状況）や【課題と対応】のところについては，意見を述べてよろしいでしょうか。 

 

（石岡部会長） 

どうぞ。 
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（丹田委員） 

（取組の状況）のところで，「宮城県受動喫煙防止ガイドライン」があるということを知った

のが最近なものですから，今後の対策ということで，このような立派なものがあるのであれば，

県の施策として周知をもっと徹底していくべきかと思います。 

 

（石岡部会長） 

私個人としては，条例を制定するということが重要ではないかと思いますが，国の受動喫煙

対策に関しては健康増進法の改正が頓挫しつつある状況でありますので，推移を見守っていく

ということになるかと思います。しかし，当部会はこのことについて議論する立場ではないと

思いますので，これについては当部会での意見は反映しないものとします。 

それではよろしいでしょうか。 

次に資料３の４ページ「②その他の生活習慣」に移ります。こちらも，御覧のとおり D 評価

が非常に多くなっております。殆ど数値が改善しておりませんので D評価となっておりますが，

「食塩摂取量の減少」に関しては C評価となっており，【目標の達成状況】にも記載されている

とおり特に女性に関しては１０．４ｇから９．５ｇと０．９ｇ減少しております。そして，「生

活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の低減」についても，男性は増加してお

りますのでもちろん D 評価ですが，女性はわずかながらも減少しているということで C 評価と

なっております。進捗状況の評価についてはこれでよろしいでしょうか。 

 

（丹田委員） 

基本的な質問になりますが，「喫煙の健康影響に関する知識の普及「肺がん」」について，具

体的にはどういうデータにより，肺がんの知識が普及したというのでしょうか。 

 

（石岡部会長） 

これについては事務局から説明願います。 

 

（事務局） 

こちらは，県民健康調査の中で，「たばこが健康に与える影響についてどう思うか」という設

問で調査しているものになります。その設問の回答で「たばこの煙を吸うとかかりやすくなる」，

「どちらともいえない」，「たばことは関係ない」，「病気を知らない」という選択肢があり，各

がん腫がありますが，肺がんについて「たばこの煙を吸うとかかりやすくなる」と回答した方

を知識が普及されたと考え，割合としてお示ししております。 

 

（丹田委員） 

喫煙の影響という視点で，他のがんについても調査しているのですね。 

 

（事務局） 

はい。 
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（石岡部会長） 

ここの評価はこれでよろしいでしょうか。 

それでは【課題と対応】に関してですが，「みやぎ２１健康プラン」と歩調を合わせて積極的

に取り組むとなっておりますが，こちらはよろしいでしょうか。こちらも宮城県の特徴として，

予防が上手く進んでいないということが課題かと思います。こちらについては，このままとし

て，宮城県がん対策推進協議会において少し議論するということでもよろしいかと思います。 

それでは次に，６ページ「（２）がん検診の受診率及び質の向上」ですが，先ほど事務局より

説明がありましたとおり，宮城県は過去の歴史を振り返ると検診受診率が全体的に高い状況で

す。しかし，目標値も７０％と高く平成２８年の数値ですと目標値には至らないということで

す。国が設定している目標値は５０％であり，参考として下に記載されております。 

がん検診受診率に関する評価としては，A 評価が肺がん検診で，こちらは目標を達成してお

ります。その他のがん種については B 評価であり，目標値には至っておりませんが改善してい

るということでこの評価になっております。全体的にも B評価となっております。 

がん検診については，専門のお立場から渋谷委員に御意見を伺いたいと思います。 

 

（渋谷委員） 

７０％という非常にチャレンジングな目標ということで，評価は概ねこの内容でよろしいか

と思います。しかし，子宮がん検診に関して，こちらだけが悪化しており，それでも B 評価と

したのは国の目標値を超えているからということかもしれませんが，私としては子宮がんにつ

いては C評価とするのがよろしいのではないかと思います。 

 

（石岡部会長） 

ただ今の御意見に関して，女性の立場から，吉田委員と安藤委員はいかがでしょうか。 

 

（吉田委員） 

C評価でよろしいかと思います。 

 

（安藤委員） 

私も C評価でよろしいかと思います。 

 

（丹田委員） 

こちらもアンケート調査なのでしょうか。対象等について教えていただきたいと思います。 

 

（石岡部会長） 

事務局からデータの取り方について説明願います。 

 

（事務局） 

こちらのデータについては，資料に記載のとおり，県民健康栄養調査のアンケート調査結果

で評価しております。６ページ下に参考として記載しておりますが，対象地区については，県
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内５０地区を無作為に抽出し，対象者については２０歳以上の男女を無作為で抽出し調査を行

っております。今回の調査では，３，２１６人が対象であったうち，２，７１８人から回答を

いただき８４．５％の協力率となっております。 

調査方法としては，対象世帯へ郵送させていただき，健康調査員が訪問の上密封回収する方

法，そして郵送返送の方法と選択できるようになっております。 

 

（石岡部会長） 

ありがとうございます。こちらは，事業所の検診に関するデータは含まれているのでしょう

か。 

 

（事務局） 

含まれております。どこで検診を受診したかという設問があり，職場で受診したという回答

も含まれております。 

 

（丹田委員） 

平成２２年と平成２８年の調査対象地区は同じですか。どのように調査対象地区を選ぶので

しょうか。 

 

（事務局） 

平成２２年と平成２８年とで調査対象地区は違います。調査対象地区の抽出方法は，両年と

もに同様で，国民生活基礎調査の対象となった１００ほどの地区から，５０地区を無作為に抽

出しております。また，地域毎の差をみるところもありますので，各地域における人口割合で

の層化無作為抽出という方法を採っております。 

 

（石岡部会長） 

これは全国と同様の方法ということでしょうか。 

 

（事務局） 

はい。ちなみに，がん検診受診率に関する設問については，「昨年１年間に次のがん検診を受

けましたか」という設問ががん検診毎にあり，「受けた」という方については，さらに「市町村」，

「職場」，「個人的に病院で」，「その他」というように受診場所を確認している調査となってお

ります。 

 

（石岡部会長） 

ありがとうございます。子宮がん検診については，５３．２％から５１．５％に減少してお

りますので，皆様の御意見から C評価とするということでよろしいでしょうか。 

では，子宮がん検診だけ C評価にして，その他は現状のままでお願いします。 

全体も B評価でよろしいでしょうか。 

それでは，【課題と対応】について，ここでは施策との関係について記載されており，「効率
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的・効果的な方策を検討し，実施する」とあります。また，子宮頸がんの受診率が低いため，

普及啓発を強化するとあります。なかなかこれ以上は記載しようがないかと思われますが，渋

谷委員はいかがでしょうか。 

 

（渋谷委員） 

子宮頸がん検診については，特に２０歳代の受診率が低い状況です。今でも宮城学院女子大

学等で講演会を頻繁に行っているところではありますが，なかなか自身のこととして定着して

おりません。また，若い女性は妊婦健診で子宮頸がん検診を受診されるようで，実際はもっと

受診者数が多いのかもしれませんが，そのデータが把握できておりませんので，先ほどのよう

なアンケート調査に頼らざるを得ないかと思います。しかし，若い世代の子宮頸がん検診受診

率が低いことは確かですので，より普及啓発が重要になるかと思います。 

 

（石岡部会長） 

ありがとうございます。それでは，６ページについては，子宮がん検診のところのみを C 評

価に変更するということで，次に進みたいと思います。７ページの「◆がん検診精度管理」に

ついて，こちらについても，専門のお立場から渋谷委員の御意見を伺いたいと思います。 

 

（渋谷委員） 

 この内容で概ねよろしいかと思います。今回，国のチェックリストが一度改定されまして，

対応が間に合わなかった市町村や検診実施機関が B の評価となっておりますが，聞くところに

よるとこれについては既に対応しておりまして，次回からは改善されると伺っております。こ

のようなことからこのままでよろしいのではないかと思います。 

 

（石岡部会長） 

ありがとうございます。こちらに関して他の委員の先生方から御意見はございますか。 

それでは，こちらについてはこのままで進めたいと思います。 

  続きまして，８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，事務局から説明願います。 

 

 

（事務局） 

  ８ページを御覧下さい。この項目は，目標年が平成２７年度ですので，評価内容に変更はあ

りません。拠点病院における専門医療従事者の増加についてですが，放射線療法の「専従又は

専任の専門医」が減少し，医学物理士は２病院で不在となっており C，常勤専従診療放射線技

師は，現況報告内容の変更により I としております。化学療法における「専従又は専任の専門

医」は増加していないことから C，「すべての拠点病院にチーム医療の体制を整備する」という

個別目標については，Bとしております。 

【課題と対応】としては３点記載しております。がん診療提供体制について，拠点病院を中

心とした取組を推進すること。拠点病院と連携し，専門性の高い人材を配置した診療体制の整
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備を図ること。多診療科の参加による横断的キャンサーボードについての一層の強化を図るこ

と。 

「がん医療に携わる専門的な医療従事者の育成及び確保」については，１０ページを御覧下

さい。進捗状況は，調査中であり Iとしております。 

【課題と対応】としては２点記載しております。がん診療に携わる専門性の高い人材の育成

を推進すること。がん医療を専門とする医療従事者の養成を継続するとともに，ゲノム医療や

希少がん及び難治性がんへの対応，小児・ＡＹＡ世代や高齢者といったライフステージに応じ

たがん対策に対応できる医療従事者等の育成を推進すること。 

１１ページを説明します。「がん診療に携わる全ての医師の緩和ケア研修終了」については，

「がん患者の主治医や担当医となる者の９割以上が受講完了している状態に達していないこと」

から Bといたしております。なお，平成２９年６月末現在の受講割合について調査中です。 

「専門的な緩和ケアの提供体制の整備と質の向上」については，目標年が平成２７年度とな

り，評価内容に変更はありません。 

緩和ケアチームの体制及び実績については，「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針の

改訂により，判断が困難であるため I としております。医療用麻薬消費量の増加については，

消費量の増加で判断することは困難とし I，がん性疼痛緩和指導管理料に関する届出医療機関

数は，届出数の増減で判断することが困難とし I としております。個別目標については，拠点

病院において苦痛のスクリーニング体制や緩和ケアチームなど診療体制が整備されていること

から Bとしております。 

【課題と対応】としては５点記載しております。緩和ケア研修会について，広く周知を図る

こと。拠点病院等において，緩和ケアの提供体制の整備・充実を図ること。拠点病院等を中心

としたがん診療に携わる医療機関において，「緩和ケアセンター」の院内コーディネート機能等

を強化し，医療従事者からの積極的な働きかけを推進すること。「緩和ケアセンター」のない拠

点病院等は，既存の管理部門を活用し，院内体制を整備し，緩和ケアの推進を図ること。患者

とその家族が，痛みやつらさを訴えやすくするため，環境の整備や医療従事者の人材育成及び

県民への普及啓発を推進すること。 

１３ページについて説明します。地域の医療・介護サービス提供体制の構築については，目

標年が平成２７年度ですので，評価内容に変更はありません。在宅看取り率の直近値に更新し

ております。がん患者の在宅看取り率は増加し，全国順位は第５位。全国的に高い水準となっ

ております。在宅療養支援診療所等の医療・介護機関数については増加しておりますが，全国

に比較して少なく，B としております。がん治療連携指導料などの届出医療機関数の増加につ

いては，数の増減で判断することは困難とし Iとしております。「在宅医療・介護サービス提供

体制の構築」についてですが，全県で地域包括ケアシステムを推進するための体制整備や取組

が推進されていることから Bとしております。 

【課題と対応】としては４点記載しております。地域の医師会や薬剤師会等と協働して，在

宅療養支援診療所・病院等を対象とした緩和ケア研修等を実施すること。地域の実情に応じた

在宅医療・介護との連携体制の構築を推進すること。「地域連携クリティカルパス」を効果的に

活用し，がん医療における多職種連携を推進すること。拠点病院において，地域との連携につ

いて定期的に検討する場を設け，地域における患者支援の充実を図ること。以上です。 
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なお，拠点病院の活動状況につきましては，参考資料６に一覧等をお付けしておりますので

御参照ください。 

 

（石岡部会長） 

ありがとうございます。「がん医療」と「緩和ケア」の２つに大きく分かれますが，まずは「が

ん医療」について，８ページを御覧下さい。 

こちらについては，医療従事者の数ということと，チーム医療の推進ということで，医療従

事者については，横ばいか若干減少のあった項目については全て C 評価にしております。そし

て，明らかに増えた項目については B評価となっております。一点だけ，「常勤専従診療放射線

技師」に関しては評価不能ということで I にしております。最後に「②拠点病院におけるキャ

ンサーボード開催回数（２ヶ月）の増加」は，チーム医療に関する指標ですが，これについて

は大幅に増加しているということで A 評価となっております。これらについては，特段目標値

というものはありませんが，全体的に B 評価としているものです。こちらについて，御意見等

はございますか。 

私としては，大凡このような感じではないかと思います。よろしいでしょうか。 

それでは，８ページの進捗状況の評価としてはこれで進めたいと思います。 

次に，９ページの【課題と対応】ですが，こちらも，拠点病院を中心とした取組を推進する

とありますようにチーム医療との関係や，キャンサーボードについて，全ての拠点病院で行わ

れているものの施設毎に開催回数に差があるということで，これらについては，がん診療連携

協議会の中で議論して改善していくべきものではないかと思います。実際，文中に「拠点病院

と連携し」とありますので，拠点病院の「がん診療連携拠点病院機能強化事業」と連携してい

こうということかと思います。この記載内容については，妥当ではないかと思います。 

 

（丹田委員） 

【課題と対応】について，「がん診療連携協議会」という文言が出てこないのですが，せっか

く県とがん診療連携拠点病院で作り上げた協議会がありますので，医師会や薬剤師会などはも

ちろんですが，「がん診療連携協議会と連携し」と文言としてしっかりと記載された方が良いの

ではないでしょうか。 

 

（石岡部会長） 

おそらく「拠点病院と連携し」という文言が該当するのかと思いますが，「がん診療連携協議

会」と入れましょうか。 

がん診療連携協議会の部会委員でもあります中保委員はいかがですか。 

 

（中保委員） 

おっしゃるとおりかと思います。 

 

（石岡部会長） 

それでは，がん診療連携協議会は拠点病院の連携組織でありますので，「拠点病院とがん診療
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連携協議会と連携し」という文言に改めたいと思います。 

では，１０ページに移ります。「（２）がん医療に携わる専門的な医療従事者の育成及び確保」

については，現時点で調査中ということで Iとなっております。 

 

（丹田委員） 

これは，いつ頃結果はわかるのでしょうか。次の第２回ワーキング部会までに結果が出るの

でしょうか。 

 

（事務局） 

こちらについては，放射線関係ですが，県単位での人数がわからない学会が一部ありまして，

学会において回答の可否も含めて検討いただているところでございます。次回のワーキング部

会ではお出しできるようにしたいと思います。 

 

（石岡部会長） 

最近は，資格を取得された方からの，都道府県単位でも公表されたくないという意見もあり，

公表を控える学会が出てきております。 

 

（事務局） 

参考資料６の最後のページに現時点で把握している調査結果を掲載しております。全体的に

は前回の調査よりも増加しておりますが，やはり全国と比較しますと低い状況となっておりま

す。 

 

（石岡部会長） 

私の方でも５年に１度の調査を行っておりますが，その調査においても，全国の数値が伸び

るため宮城県が伸びたとしてもなかなか追いつかないという現状です。また，医療従事者の全

数が少ないということもありますので，どうしても専門医の数が少なくなるのはしょうがない

ことかと思います。 

なお，補足ですが，資料にも記載されております「がんプロフェッショナル養成推進プラン」

の第２期が終了し，第３期として次世代の新ニーズと呼ばれる希少がん，難治性がん，ゲノム

医療，小児・ＡＹＡ世代や高齢者といったライフステージに応じたがん対策など，これらのこ

とがキーワードになる新しいプランがスタートしました。第２期のプランと同様に，東北大学・

福島大学・山形大学・新潟大学の４大学連携の基で打ち出した，「東北次世代がん養成プラン」

が先月採択され，昨日４大学の運営会議を開催したところでございます。これらのキーワード

については，国の第３期計画にも盛り込まれておりますので，宮城県としてもこれに沿って，

資料に記載されている内容にするのが妥当かと思います。 

この件はよろしいでしょうか。 

では，１１ページの「（３）がんと診断された時からの緩和ケアの推進」に進みたいと思いま

す。こちらについては，専門のお立場で，中保委員から御意見をいただければと思います。 
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（中保委員） 

「①緩和ケア研修を修了した医療従事者数の増加 医師（うち拠点病院の医師）」について，

目標値に至らないが改善しているということで，B 評価とされているのかと思いますが，宮城

県の受講者数は全国的にみても下位に位置し成績が芳しくありません。 

 

（石岡部会長） 

この件については，１，１６９人の時点で全国平均を超えているのではないでしょうか。受

講率が確か７９．９％であったかたと思います。 

平成２８年度夏頃のデータでは４３％程度でしたので,下位に位置しておりましたが,こちら

については改善しておりますので,全国平均よりも上に位置しているのではないかと思われま

す。 

 

（丹田委員） 

それは,拠点病院の医師の受講率ではないでしょうか。 

 

（石岡部会長） 

そうですね。資料に記載されている数値も括弧内が「うち拠点病院の医師」となっておりま

す。 

 

（丹田委員） 

私としては,全体の医師数にしては受講率はまだまだ全国には及ばず，低いのではないかと考

えておりました。県内における受講率と，拠点病院における受講率では話が違うのではないか

と思います。 

 

（石岡部会長） 

指標としては，拠点病院の医師でよろしいのですよね。 

 

（事務局） 

はい。拠点病院の受講率を評価しております。 

 

（丹田委員） 

県内全体の医師の受講率は低いのでしょうか。 

 

（石岡部会長） 

私が把握しているのは，全国の都道府県がん診療連携協議会のデータになります。 

結局，東北大学病院ががん診療に携わる医師の相当数を占めており，平成２８年度の３月末

までで受講者数がかなり伸び，宮城県の拠点病院における受講率が４３％程度であったのが，

８０％近くまで伸びました。全国順位については後ほど確認いただきたいと思いますが，東北

大学病院の受講率が改善したため，全体としても改善しているはずです。 
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（丹田委員） 

拠点病院としての受講率としてはそれでも良いのかと思いますが，県全体の受講率としては

全国的にみてもそこまで高くないのではないかと思います。 

 

（石岡部会長） 

私が申し上げたいのは，県内のがん診療に携わる医師がどのくらいの人数いるのかを考えた

ときに，拠点病院にかなり多いであろうと推測できるわけです。そして，やはり，東北大学病

院が相当数を占めているであるかと思います。このため，東北大学病院の受講率が改善すると，

平均値も上がるものだと考えてよろしいのではないかということです。 

 

（丹田委員） 

確かに，拠点病院の受講率であったり質は向上すると思いますが，県全体で考えた場合は拠

点病院に所属していない方もいますので，そこまで高い受講率ではないと感じます。 

 

（石岡部会長） 

それでは，県内全体の受講率として，下位であると示しているデータはありますか。 

 

（事務局） 

事務局でただ今確認いたします。 

 

（石岡部会長） 

お願いします。そのデータをもって再度議論したいと思います。 

医師以外の医療従事者については，これは大幅に増加したということで A 評価としておりま

すが，これについては，中保委員いかがでしょうか。 

 

（中保委員） 

医師以外の医療従事者についてはこれでよろしいのではないかと思います。 

 

（丹田委員） 

平成２４年と比較が難しくなってしまうかもしれませんが，ここで言う緩和ケア研修会は医

師向けのプログラムであり，薬剤師や看護師向けの研修プログラムが既に出されておりますの

でそれを受講するのが適切ではないかと思います。このため，ここで数値だけをみて大幅に増

加しているからといって A評価とするのはいかがなものかと思います。 

 

（石岡部会長） 

ここで言う緩和ケア研修会とは，国で実施している緩和ケア研修会ですので，学会等が実施

している緩和ケア研修会とは異なります。 

最初にこのような指標で決めておりますので，現時点で指標を変えることはできません。 
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（丹田委員） 

だから A 評価とするものいかがなものかと思います。せめて I とすべきではないかと思いま

す。 

 

（石岡部会長） 

最初に設定した目標値があり，その指標に継続性があるのであればその部分に関しては A 評

価でよろしいかと思います。そうでなければ他の項目についても評価できかねます。 

丹田委員の御意見としては，元々設定されている参考指標について，国で行う緩和ケア研修

会の受講率ということだけでは不充分ということでしょうか。 

 

（丹田委員） 

修了者数の増加があっただけで B評価というのがいかがなものかと考えたところです。 

 

（事務局） 

ただ今全国順位を確認しましたところ，平成２９年３月末時点の拠点病院の受講率は，宮城

県は下から１５番目となっております。 

なお，これらの項目については参考指標となっており，また，これ以降こういった参考指標

が多くなってございます。目標値を評価するための，あくまでも参考指標として捉えていただ

ければと思います。宮城県がん対策推進協議会において，ひとつひとつの指標についても評価

を行った方が良いとの御意見をいただきましたので，参考指標にも評価を入れておりますが，

全体的な進捗としてどうか，という点について評価をいただきたいと思います。 

例えば緩和ケアで申し上げますと，目標値が２つございます。「がん診療に携わる全ての医師

が緩和ケア研修を修了する」という項目と，「専門的な緩和ケアの提供体制の整備と質の向上」

という項目のそれぞれに参考指標があり，増加したかどうかというところまでの記載となって

おります。事務局としては，この参考指標において増加したのか否かという点と，全国的にみ

てどうなのかという点から評価を入れております。 

 

（石岡部会長） 

わかりました。 

先ほどの受講率については，７９．９％でも平均には至っていないということで，認識を改

めたいと思います。ちなみに，全国平均はどのくらいなのでしょうか。 

 

（事務局） 

全国平均は，８２．１％です。 

 

（渋谷委員） 

私としては，数値をみますと，B評価が妥当ではないかと思います。 

現実的に，一般のクリニックの医師の方が緩和ケア研修会を受講するといのもなかなか難し

いものかと思います。 
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（石岡部会長） 

全体の受講者数が１，１６９人で，拠点病院の医師が７０７人ですので，拠点病院以外の医

師が４００人いるということで，４００名の方が受講されているというのは相当数ではないか

と思います。平成２４年の時点で１７０名程度ですので，そこから２倍程増加したということ

ですよね。そうすると，順調とまでは言えませんが，特段の改善かと思います。 

 

（中保委員） 

東北大学病院がかなり努力されておりますので，評価すべきとは思うのですが，全国平均か

らみますと遅れていることに間違いはなく，平成２４年に比べると年々増加していくことは当

然ですので，その点を踏まえますとここは謙虚に C 評価ということでよろしいのではないかと

思います。 

 

（石岡部会長） 

皆さまいかがでしょうか。B 評価と C 評価で意見が分かれましたので，多数決で決めたいと

思います。 

それでは，目標値について B評価が良いと思う方挙手願います。 

 

（それぞれ挙手） 

 

（石岡部会長） 

それでは C評価が良いと思う方。 

 

（それぞれ挙手） 

 

（石岡部会長） 

それでは多数決で C評価ということにしたいと思います。 

医師以外の医療従事者については，A評価のままでよろしいでしょうか。 

そうすると，医師に係る参考指標については，全体目標が C 評価で，医師以外の医療従事者

が A評価ですので，C評価でよろしいですね。  

 

（中保委員） 

上から C評価，A評価，B評価としたらいかがでしょうか。 

 

（石岡部会長） 

しかし，全体目標は医師を対象にはしておりませんので，C評価ではないかと思います。 

 

（事務局） 

今後，平成２９年６月末時点における直近での数値がまとまりますので，そちらの数値で最

終になるかと思います。 
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（石岡部会長） 

最新の数値になりますと，８０％を超えてくるのではないでしょうか。 

しかし，東北大学病院は拠点病院の中でも医師の出入りが多く，緩和ケア研修を受講されて

いない新任の医師が新年度に一気に増えます。また，これまで受講された方を，他院に配置し

ている状況ですので，他の病院に比べて状況が異なるということは御理解いただきたいと思い

ます。 

１つ目の目標については，現時点は上から C評価，A評価，C評価にしたいと思います。 

それでは，２つ目の「専門的な緩和ケアの提供体制の整備と質の向上」について，「⑤麻薬調

剤薬局数の増加」と「⑦がん患者カウンセリング料に関する施設基準届出医療機関数の増加」,

そして「⑧外来緩和ケア管理料１に関する施設基準届出医療機関数の増加」に関して,A評価か

ら C評価となっておりますが,中保委員いかがでしょうか。 

 

（中保委員） 

評価がなされているところについては良いのではないかと思います。 

 

（石岡部会長） 

個別目標も B評価ということでよろしいでしょうか。 

 

（中保委員） 

個別目標は Iでないかと思います。 

 

（石岡部会長） 

全体的に Iが多いから評価しにくいということでしょうか。確かにそうかもしれませんね。 

他の委員の方はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは,こちらについては全体評価を Iに変更したいと思います。 

続きまして,【目標の達成状況】ですが,こちらは先ほどの議論から,「７９．９％にとどまっ

ており,より一層の受講促進が求められることから Cとする」に書き換えるということでよろし

いでしょうか。 

 

（事務局） 

全国平均の数値も入れます。 

 

（石岡部会長） 

お願いします。 

それでは次の１２ページ【課題と対応】ですが,「苦痛のスクリーニング」を実施し迅速に対

応するということや，「緩和ケアセンター」の院内コーディネート機能等を強化してということ，

それから「緩和ケアセンター」のない拠点病院等に関して記載されております。「緩和ケアセン

ター」があるのは，都道府県拠点病院の２施設だけでしょうか。他の病院にもあるのですか。 
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（中保委員） 

都道府県拠点だけですね。 

 

（石岡部会長） 

そうですよね。 

それでは，このような記載内容でよろしいでしょうか。 

次に１３ページ「（４）地域の医療・介護サービス提供体制の構築」について，こちらも一部

Iの評価がありますが，全体で B評価ということでございます。 

在宅看取り率に関しては，全国の数値が下に記載されております。 

こちらは専門のお立場から，安藤委員に御意見をいただきたいと思います。 

 

（安藤委員） 

緩和医療学会において，在宅支援診療所もあり，訪問看護ステーションもあり，その他，保

険薬局が訪問しているにもかかわらず，在宅看取り率が向上していない都道府県があるという

報告を伺っております。そのような他県の状況をみますと，宮城県は非常に効率的に上昇傾向

にあるのではないかと思います。 

しかし，県内において仙台圏，県北，県南で分けますと，少しバラつきが大きいことが気に

なります。 

 

（石岡部会長） 

県北が低いのでしょうか。 

 

（安藤委員） 

社会的サービスといいますか，機能している施設の数で申し上げますと，県南が少し苦戦し

ているところです。 

詳しい数値はわかりませんが，そのような雰囲気が今はあります。 

 

（石岡部会長） 

具体的な数値が出ている「①在宅療養支援診療所/病院数の増加」は増加しておりますが，こ

ちらについては特段目標値というのはないのですよね。 

 

（事務局） 

参考指標です。 

 

（丹田委員） 

本来であれば，施設としての届出を出してはいるものの，看取ることはあまりできていない

施設もあるでしょうから，施設数ではなく件数を記載するべきですよね。今後の指標としては，

看取り件数になるべきかと思います。 
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（石岡部会長） 

看取り率というのが，全体をみている数値かと思いますので，指標としては既にあるものか

と思います。 

 

（丹田委員） 

この１７．１３％には，介護老人保健施設といった施設も含まれているのでしょうか。 

 

（事務局） 

施設も含まれております。 

 

（石岡部会長） 

医療機関以外は含まれております。 

 

（安藤委員） 

介護老人保健施設は医療機関ですね。 

 

（丹田委員） 

介護老人保健施設は入らないのですね。わかりました。 

 

（石岡部会長） 

他の参考指標についても「④訪問看護ステーション数の増加」，「⑤訪問薬剤管理指導薬局数

の増加」は明らかに増加しておりますので，B評価ということでよろしいでしょうか。 

 

（安藤委員） 

リハビリは結構頑張っていると思います。 

 

（石岡部会長） 

「⑦がん患者リハビリステーション料に関する施設基準届出医療機関数の増加」は確かに，

大幅に増えていますね。こちらは A評価でよろしいかと思います。 

「⑥癌患者の在宅看取り率の上昇」については，A 評価でよろしいと思いますが，全国の看

取り率が増加し，５年前の宮城県の看取り率を超えてきております。率からいうと段々と追い

つかれている感じもするのですが，これは，宮城県が伸び悩んでいるのでしょうか。 

 

（安藤委員） 

先ほど申し上げましたとおり，仙台圏への一極集中という状況かと感じます。 

 

（石岡部会長） 

こちらについては，医療資源との関係もありますし，アクセスの問題もあるかと思います。

どうしても地方ですと，在宅診療を行う方がおらず，医療機関での看取り率が高くなるかと思
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います。そのような考え方でよろしいでしょうか。 

 

（安藤委員） 

おっしゃるとおりと思います。 

 

（石岡部会長） 

それでは，こちらの評価はこのままでよろしいでしょうか。 

次に【課題と対応】についていかがでしょうか。 

医療機関以外の医療従事者を対象とした緩和ケア研修会を実施するということ，そして１４

ページには，地域の実情に応じた連携体制の構築を推進するということ，拠点病院との連携と

いう点から「地域連携クリティカルパス」について，緊急時の受け入れ体制等の充実を図ると

いう内容が記載されています。 

中保委員はいかがでしょうか。 

 

（中保委員） 

医師以外を対象とした緩和ケア研修会を実施するということですよね。 

 

（丹田委員） 

誰が実施するのかという主語がありませんね。 

拠点病院が実施するということであれば，おそらくがん診療連携拠点病院機能強化事業があ

るのでそれで実施してほしい，と言われるのではないかと思いました。 

 

（石岡部会長） 

後の項目の記載内容からすると拠点病院が実施するような記載かと思います。 

また，がん診療連携拠点病院機能強化事業の内容では，拠点病院が緩和ケア研修会を実施す

る記載となっておりますので，拠点病院が実施するものかと思います。 

 

（丹田委員） 

おそらく拠点病院が実施することになるのかと思われますが，拠点病院がない地域について

はどうされるのでしょうか。 

 

（石岡部会長） 

宮城県には空白の２次医療圏はありません。 

 

（丹田委員） 

それならば，主語として「拠点病院は」と入れるべきかと思います。 

 

（石岡部会長） 

確かに，【課題と対応】に関して，全体的に主体がどこにあるかわかりかねる箇所があります
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ので，丹田委員がおっしゃるように，主体がどこかを明確にしてもよろしいかと思います。 

１０ページの「（２）がん医療に携わる専門的な医療従事者の育成及び確保」においても，文

部科学省のがんプロフェッショナルとの関係もどういう関係にあるのかということがわかりか

ねておりました。私自身は事業責任者でありますが，県やがん診療連携協議会との直接的な関

わりは持てないのではないかと思いました。 

今回は，時間も限られておりますので，次に進みたいと思います。 

１５ページの「３．情報提供と相談支援機能の充実」について，事務局より説明願います。 

 

（事務局） 

  「情報提供と相談支援機能の充実」については，１５ページを御覧下さい。「相談支援及び情

報提供（相談支援）」は，目標年が平成２７年度ですので，評価内容に変更はありません。拠点

病院がん相談支援センターは，各２次医療圏に１箇所以上（県内７箇所）設置され，相談件数

が１．９倍，拠点病院以外の相談窓口を含めた年間相談件数においても２．１倍になっており

ます。一方，患者体験調査によると相談支援センターの利用率は低調であり，更なる周知が必

要と判断され，Bといたしました。 

課題と対応としては２点記載しております。患者が，治療の早期から，必要に応じて確実に

支援を受けられるように，がん相談支援センターの利用を促進すること。拠点病院以外のがん

相談窓口についても同様に「がん診療連携協議会患者相談部会」と連携し，相談機能の充実と

相談対応の質の向上を図ること。 

１６ページをごらんください。患者会等の充実です。患者会や拠点病院等医療機関のサロン

の開催箇所数が増加し，県ホームページによる情報提供団体数は増加し，Aといたしました。 

平成２７年には「がん患者会・サロンネットワークみやぎ」が結成されております。サロン等

の開催回数は増加し,患者会等の活動の充実については，Aとしております。 

  課題と対応としては２点記載しております。患者会活動の充実を図るため，「がん患者・サロ

ンネットワークみやぎ」の運営支援を含め，患者会活動を支援すること。ピア・サポートにつ

いては，必要に応じて，研修内容の見直しや，ピア・サポートの普及を図ること。 

 

（石岡部会長） 

ありがとうございます。 

１５ページについていかがでしょうか。数としては増加しておりますが，利用率が低調のた

め B評価としているということでした。 

拠点病院として，丹田委員はいがかでしょうか。 

 

（丹田委員） 

相談員の方が頑張っており，また，患者相談部会もありますので，件数は増加していると思

います。 

利用率を見ると，A評価にしたいものの，利用率が低いから B評価ということでしょうか。 
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（石岡部会長） 

こちらについては，目標値がない項目となっております。また，全国値についてもこちらに

は特段記載されておりません。 

件数をみますと，大幅改善のような感じがしますが，利用率が低調のため B 評価となってお

ります。 

それでは，この件数の増加と利用率の低調に関する評価について，吉田委員からも御意見を

いただきたいと思います。 

 

（吉田委員） 

確かに件数は増加していると思います。しかし，この件数の数え方も色々あるようで，患者

さんの退院支援の件数も全て数に含めていたりするようです。このような状況の中で，本当に

患者さんの不安への対応であるとか，そういったことを踏まえた相談活動ができているかとい

うことを考えた場合，評価としては B評価が適切ではないかと思います。 

このことと併せて，全ての相談支援窓口を訪問したことがあるのですが，施設によって，相

談支援窓口で従事する職員が嘱託の職員であったり，がん相談の認定看護師や専門看護師が配

置されていなかったりと，配置状況が様々です。また，MSW が中心の窓口では，経済的支援が

相談の中心となり，不安の軽減までに至らなかったりと，様々な課題があるのだと思います。 

 

（石岡部会長） 

そうすると，利用率ということだけでなく，質の問題もあるということでしょうか。 

 

（丹田委員） 

この患者体験調査というのは，宮城県の調査でしょうか。 

 

（石岡部会長） 

こちらは全国調査です。 

 

（丹田委員） 

では利用率というのは全国における割合であり，宮城県の割合はわからないということです

ね。 

 

（事務局） 

はい。 

 

（石岡部会長） 

こちらの評価については，吉田委員からの御意見から，A 評価とはできず B 評価が妥当かと

思われます。 

理由については，１つは利用率が低調ということがあり，また，相談内容であるとか相談員

の質ということが挙げられると思います。 
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この点については，記載内容に盛り込むことは可能でしょうか。 

 

（事務局） 

相談支援センターの相談員に関して記載している資料がございます。参考資料６「その他」

⑦ですが，どのような研修を受けた方が配置されているかわかるように記載させていただきま

した。指定要件を満たしていない拠点病院はありません。 

 

（石岡部会長） 

そうですね。基礎研修（１）～（３）を受講された方もそれなりにいらっしゃいますね。研

修ベースでみると，数が多いか少ないかはわかりませんが配置されているということで，こち

らについて，吉田委員いかがでしょうか。相談員の数としては少ないでしょうか。 

 

（吉田委員） 

E ラーニング等，研修も強化され，急激に基礎研修（１）～（３）を受講された方が増えて

きているかとは思いますが，相談支援窓口にいる相談員の方全員が修了していなければいけな

いということはないですよね。 

 

（丹田委員） 

指定要件としては，基礎研修（１）～（３）を修了した方がいれば良いという内容です。 

 

（石岡部会長） 

例えば，東北労災病院の人数ですが，実際の相談員は何名いらっしゃるのでしょうか。こち

らの数字は研修を受けた方の数字ですよね。 

 

（丹田委員） 

その他は，MSWがいたと思います。 

 

（石岡部会長） 

この表からは，相談員の職種までは読み取れないですね。 

 

（吉田委員） 

そして，兼務している人達が多いと思います。 

 

（石岡部会長） 

専任・専従でなく，むしろその方が多いですよね。 

 

（丹田委員） 

一応この表では専任・専従のみをカウントして記載しているようです。 
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（石岡部会長） 

今回，そのようなところまで評価できるような資料がありませんが，あえてそのようなこと

をお聞きしたのは，【目標の達成状況】のところに入れ込もうかと思ったからですが，少し難し

いようです。【課題と対応】のところには入れることもできるのかと思います。 

例えば，「がん診療連携拠点病院の相談員の専門性に偏りがある」というような文言を入れる

ことが可能かということでしょうか。 

 

（吉田委員） 

そうですね。やはり，施設によって差があるかと思いますので。 

 

（石岡部会長） 

ただ，国の施策としては，そういったところまでは言及していなく，レベルの高い研修を受

講していれば職種までは問うておりませんので，そのことを課題にするということは少し問題

があるのかなとも思います。 

この【課題と対応】について，吉田委員から御要望はありますか。 

 

（吉田委員） 

例えば，患者さんががん相談支援センターに行った際に，相談員が MSW で患者さんの病気の

ことはよくわかりません。そのような時に，適切なところに繋げることができる施設とそうで

ない施設があると思います。 

 

（石岡部会長） 

その MSWの方は，基礎研修をしっかりと受講されている方でしょうか。 

先ほどの表ですと，受講された方の数しか記載されておらず，受講していない方の数はわか

りませんでした。受講されていない方が相談に対応されると吉田委員のおっしゃるようなケー

スに陥ることは想定されると思います。 

なので，これについては，調査方法を少し変えなければならないのではないかと思います。 

研修を受講されていない方もいるようなので，受講されていない方が多くいらっしゃるので

あれば質は担保できないとなるのではないかと思います。 

 

（丹田委員） 

これは拠点病院の現況報告の数値なのですよね。 

 

（事務局） 

はい。現況報告から抜粋しております。 

 

（丹田委員） 

更なる調査が発生することになるのかと思います。 
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（石岡部会長） 

もちろん今から調査することはできないと思います。今後の課題ですね。 

そうであれば，【課題と対応】にも書きようがないですね。それでは，こちらについてはこの

ままでよろしいでしょうか。 

次に１６ページ「（２）患者会等の充実」について，こちらについては全て A評価となってお

りますが，これはまず吉田委員から御意見をいただきたいと思います。 

 

（吉田委員） 

今，患者会・サロンネットワークみやぎに２５団体が加入しておりますが，ネットワークが

できるまではそれぞれの患者会がバラバラに活動しており，横のつながりが全くありませんで

した。それが，平成２７年度にネットワークを発足し，横のつながりができ，それを機にがん

診療連携協議会患者相談部会との連携もとれるようになりました。 

しかし，宮城県内に実際どのくらいの数の患者会があるのかについては，私共も把握できて

おりませんし，肝臓であるとか大腸に関する患者会もあるようですが，そこについても介入は

できておりません。 

そしてもう一点，ピアサポート研修についても様々な課題がありまして，私達は厚生労働省

が日本対がん協会に委託して作成したピアサポート研修の基礎編を実施しており，東北大学病

院に推進室があった４年間はよく取り組んでいたのですが，それ以降は殆ど実施できておりま

せん。今は宮城県対がん協会が宮城県より委託を受けて年に１回開催している状況です。患者

会としても費用も殆どありませんし，今後どのようにして開催回数等を増やしてくかというこ

とが課題と感じております。また，ピアサポート研修を受講された方が実際に患者さんの相談

に対応できるのかどうかという点についても大きな課題となっております。 

 

（石岡部会長） 

ありがとうございます。そうすると，「①サロン等の開催箇所数の増加」は A評価でよろしで

しょうか。また，「②サロン等の年間延べ開催回数の増加」も回数が２倍以上になっております

ので，特段の増加ということで A評価でよろしいでしょうか。 

 

（吉田委員） 

良いと思います。 

 

（石岡部会長） 

問題なのが「③ピアサポート研修年間延べ受講者数の増加」ということで，３４人から４０

人の増加で A評価は適切ではないということでよろしいでしょうか。 

 

（吉田委員） 

はい。どちらかというと遅れているのではないかと思います。４０人というのは少ないと感

じます。 
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（丹田委員） 

年間で受けた方が４０人ということでしょうか。それとも既に受けた方が４０人ということ

ですか。 

 

（事務局） 

こちらは，参考指標が年間の受講者となっておりますので，その年に受講された方の延べ人

数を記載しております。厚生労働省のプログラムが２回コースになっておりますので，２０人

が２回受講したという数になっております。 

 

（石岡部会長） 

４０人というのは，定員いっぱいということでしょうか。 

 

（事務局） 

例年２０人を定員に実施しており，毎年，県の委託事業として宮城県対がん協会で開催して

いただいております。 

今後，国においてもプログラムの見直しを行う予定としておりますので，【課題と対応】につ

いては，国のプログラムを活用して実施するとしておりますが，必要に応じて研修方法等の見

直しは実施していきたいと考えております。 

患者会の充実という点につきましては，今回患者調査を実施し，患者会活動としてピアサポ

ート活動を行っていると回答いただいたところも結構ございましたので，御活用いただけてい

るのかなと事務局としては感じておりました。 

 

（石岡部会長） 

ピアサポート研修というのは国が実施しているものを個別に指しているのですね。 

 

（事務局） 

はい。国のプログラムに基づいて実施しているものです。 

 

（石岡部会長） 

研修の定員についてはこれ以上増やせないのですね。 

 

（丹田委員） 

県の委託費を増額すれば複数回できるということになりますよね。 

年間４０人しか枠を提供していないから最大４０人であるだけであって，予算さえ付けば回

数も増やせるのですよね。 

 

（事務局） 

そうですね。 
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（丹田委員） 

そもそも，研修プログラム自体若干問題があると聞いております。そういった中で，福島県

のように，自県でどんどん進めていっているように，先進県もあります。研修の実施方法につ

いては，県によってバラつきがあるようです。 

 

（石岡部会長） 

吉田委員はやや遅れているということで，C評価が妥当ということでしょうか。 

 

（吉田委員） 

ピアサポーターが拠点病院で患者相談に携わっているかということも踏まえると全国的にみ

れば遅れているのはないかと思います。 

 

（石岡部会長） 

それは大事なことですね。遅れているということであれば C 評価が妥当かと思いますが，他

の委員の方はいかがでしょうか。 

 

（中保委員） 

他の都道府県の資料はありますか。宮城県の数値だけをみますと A 評価で良いのではないか

と思いますが，他県と比較してどうなのかをみたいと思います。 

 

（石岡部会長） 

遅れていると示す資料を吉田委員はお持ちですか。 

 

（吉田委員） 

国立がん研究センターが実施する調査で，都道府県拠点病院において，ピアサポート研修を

受講された方が配置されている割合を出しているものがあります。その調査の中では平均とし

ては約３割から４割程度配置されているということですが，宮城県では，東北大学病院と大崎

市民病院しかないです。 

 

（石岡部会長） 

ピアサポート研修を受けてはいるものの，実際にそれが役にたっていないということでしょ

うか。 

こちらでは，「ピアサポート研修年間延べ受講者数の増加」ということが指標になっておりま

すので，研修受講者がどこに配置されているかまでは問われておりません。このような視点か

らいうと，A評価ではないというのはわかりましたが，B評価にしておきましょうか。 

但し，【課題と対応】ということに関しては記載してもよろしいのではないでしょうか。例え

ば，「ピアサポート研修受講者の医療機関における配置が不充分であるため，配置を推進する」

というような文言を追加しても良いのかなと思います。 
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（丹田委員） 

それこそ県が研修の受講枠を増やせば自ずと増えると思います。 

 

（石岡部会長） 

枠を増やせば受講者は増えるものなのでしょうか。 

 

（吉田委員） 

ピアサポート研修を修了された方が全員で１７０から１８０人おります。しかし，この方達

について，研修を修了されたかたそれで良いのかという問題と，修了者が相談員として相談に

対応できるのかという非常に難しい問題があります。 

 

（石岡部会長） 

研修のレベルが低すぎるということでしょうか。 

 

（吉田委員） 

そうですね。 

 

（石岡部会長） 

それ自体は研修の仕組みの問題でもありますので，県としてもここでの議論は難しいかと思

います。 

 

（渋谷委員） 

我々対がん協会において研修を数年実施しておりますので，修了者の皆様の御活躍について

協会事務局に伺ったところ，この研修だけでは不充分で，先進県ではもっと充実した研修を実

施しているようです。今後は，活躍する場もそうですが，さらにスキルアップしてくよう再教

育も含めた研修が必要かと思います。 

 

（石岡部会長） 

具体的にどのような教育が必要かということを教えていただく必要があるかと思います。例

えば，教育する方はどのような立場の方が望ましいのかということもあるかと思います。医療

のことを教えるのであれば医師であるとか，薬剤師であるとかおりますので，そのような方が

決まったテーマについて講演すれば良いのか等，そのようなところはいかがでしょうか。 

（吉田委員） 

基本講座は，医療知識ではなく，ピアサポートをする上での心構えであるとか，守秘義務で

あるとか，コミュニケーション講座であるとかそのようなことです。そしてロールプレイがあ

ります。また，ステップアップ研修というものを一度受講したことがありますが，それは医療

の専門の先生方をお呼びして実施されております。 
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（石岡部会長） 

アドバンスコースのようなものが必要であるということですね。 

 

（吉田委員） 

そうですね。しかしそれが，国でも曖昧な形になっており，しっかりスケジューリングされ

たシステムもありませんし，都道府県に任せている状況です。 

 

（石岡部会長） 

先ほど渋谷委員がおっしゃっていたように，先進的な県もあるということですので，その県

において，実際にピアサポート研修修了者が活躍されているのであれば，【課題と対応】のとこ

ろに，アドバンスコースが必要であるというようなことを記載してもよろしいのではないかと

思います。そのようにすれば，都道府県拠点病院あるいは地域拠点病院の医師が協力できる枠

組みがみつかるかと思います。 

教育のツールというのは色々ありますので，どのレベルか適当かということは難しいと思い

ますが，活用できるのではないかと思います。 

 

（岡本課長） 

他県における先進事例については，この場ではすぐにわかりかねるとこでございますが，熱

心に取り組んでいる都道府県のプログラム等を参考にさせていただき，宮城県とどのような差

があるのかを少し調べてみたいと思います。 

 

（丹田委員） 

昨年度実施された，東北６県の相談支援フォーラムでの発表では，確か福島県が熱心に取り

組まれていた記憶があります。 

 

（石岡部会長） 

【課題と対応】のところに，研修内容の見直しと記載されておりますので，特段追加はなく

てもよろしいかもしれませんね。 

それでは，「③ピアサポート研修年間延べ受講者数の増加」については B評価とし，全体目標

としては A評価でよろしいでしょうか。 

また，「県ホームページに「よる情報提供団体数の増加」については，かなり増えております

が，吉田委員でも把握し切れていない状況なのですよね。それはどうにか把握できる方法とい

うのはあるのでしょうか。 

 

（事務局） 

参考資料６の最後のページを御覧下さい。 

こちら，拠点病院等で把握している患者会等について確認をしております。 
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（石岡部会長） 

ということは，拠点病院以外の病院に関連する患者会もあるということでしょうか。 

 

（事務局） 

がん相談支援窓口を有する病院には全て照会を行っております。県内２０箇所のがん相談支

援窓口に照会し，回答をいただいたものです。 

 

（吉田委員） 

こちらについては把握できております。病院以外で独自に活動されている患者会については

把握できておりません。 

 

（石岡部会長） 

病院を足場にせずに，独自に患者会活動を行っているところ，ということですね。このよう

な患者会については，調査する術はあるのでしょうか。 

 

（事務局） 

少し難しいかと思います。 

 

（石岡部会長） 

これはむしろ，吉田委員やネットワークみやぎ等の患者会の方で情報収集いただき，患者会

として把握していただく方がよろしいのかと思います。 

そのようなところにも，県の政策との関連で情報が行き渡るということが重要ではないかと

思います。 

それでは，患者会については以上としまして，次に移りたいと思います。 

 

（事務局） 

閉会の時間が迫ってきておりますので，先に２０ページ「７．がん患者の就労を含めた社会

的な問題」を説明させていただいてもよろしいでしょうか。 

 

（石岡部会長） 

  そうですね。では，よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

それでは，２０ページを御覧ください。こちらは「がん患者の就労を含めた社会的な問題」

ですが，昨年度実施いたしましたワーキンググループにおいて議論させていただいた内容等も

踏まえてとりまとめた項目でございます。 

拠点病院相談支援センターが各医療圏毎に設置され，就労に関する相談支援・情報提供が行

われるようになり，２カ所の都道府県拠点病院においては，ハローワークの専門職員を月に１

回程度配置し，がん患者の就労支援を行っております。「がん啓発及びがん検診の受診率向上に



 - 38 - 

向けた包括的連携に関する協定」の締結，がんに関するセミナー等の開催，情報提供等も実施

しております。「がん患者・経験者とその家族等の仕事と治療の両立を支援」の全体の進捗状況

といたしましては，相談体制の整備や情報提供が進んでおりますが，さらなる支援体制の整備

が必要であることから Bとしております。 

【課題と対応】としては７点について記載しております。仕事と治療の両立に関して，就労

を含めた社会的な問題に直面している方も数多くいることから，職場における環境づくり，が

ん患者・経験者とその家族等の仕事と治療の両立支援における関係者間の連携を図ること。が

ん患者・経験者をはじめとした関係者・機関が，既存の仕組み・施策・制度をそれぞれ十分に

活用ないし周知し，関係者・機関間の密な連携及び情報共有を行い，地域の実情も踏まえた働

く世代のがん対策の充実を図ること。拠点病院等において，患者が治療の早期から確実に支援

を受けられるように，がん相談支援センターの利用を促し，就労支援について，社会保険労務

士等の専門家との連携を図ること。がん患者の診断早期の離職を防止するため，医療機関の協

力の下，がん患者に対する治療と職業生活の両立支援について周知を図ること。「両立支援コー

ディネーター」と主治医等，会社・産業医による，患者への「トライアングル型サポート体制」

の構築を図ること。がんに対する「偏見」の払拭や県民全体に対する健康についての啓発につ

ながるよう，企業や民間団体や患者団体等の協力を得ながら，がんに関する正しい知識や制度

についての普及啓発を図ること。がん治療に伴う外見（アピアランス）の変化（爪，皮膚障害，

脱毛等）など，がん患者・経験者のＱＯＬ向上に向け，課題の解決に向けた施策を検討するこ

と。以上です。 

 

（石岡部会長） 

ありがとうございます。第２期から国の計画に就労支援が取り上げられており，その総まと

めの第２期が終了するところでございます。ベースライン値は０となっており，平成２８年で

は，７医療機関，そして７回/１，６４１件となっております。しかし，先ほど説明がありまし

たが，更なる支援体制の整備が必要であるということで，B評価となっております。 

目標値はございませんが，この概ね順調である B 評価ということについてはいかがでしょう

か。こちらは０からのスタートとなっております。 

 

（丹田委員） 

数字の確認ですが，「②事業所への情報提供の実施」の１，６４１件というのは，セミナー等

の回数を表しているのでしょうか。 

 

（事務局） 

こちらは，セミナーや，企業の皆様に情報提供させていただいた回数となっております。 

 

（丹田委員） 

具体的に１，６４１件というのは，問い合わせに対する回答等なのでしょうか。それとも，

セミナーに参加していただいた数でしょうか。 
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（事務局） 

セミナーの案内通知を差し上げた数，協定企業へ情報提供した回数，そして平成２８年度は，

若年女性向けの啓発ということで，宮城県美容業生活衛生同業組合を通して情報提供させてい

ただいた数も含まれております。 

 

（石岡部会長） 

７回というのは，セミナーの開催回数でしょうか。 

 

（事務局） 

セミナーの開催であったり，それ以外の情報提供の回数も含めております。 

 

（石岡部会長） 

１，６４１件の１件はどのようなものを対象にしているのでしょうか。問い合わせがあれば

１件としているのでしょうか。 

 

（事務局） 

当方から情報発信した件数となります。 

 

（丹田委員） 

１，６４１回，宮城県から企業等に情報提供したということですね。これを B 評価とするか

どうかですね。 

 

（石岡部会長） 

「①拠点病院相談支援センターでの就労に関する相談支援・情報提供の実施」にある７機関

というのは県内の拠点病院の数ですね。これまで実施していなかったものに対して実施したと

いうことで B評価ということです。 

これらの項目については，全国と比較できるデータもあまりございませんので，評価が難し

いところかと思います。B評価でよろしいですか。 

 

（丹田委員） 

あるいは評価不能として Iでしょうか。 

こちらの項目については，何と比べて順調とするのかが難しいと思います。 

 

（石岡部会長） 

そうかもしれませんね。 

全国との比較といった点で，①については，拠点病院の数であり，拠点病院で実施すること

となっておりますので，全国的にも実施されているかと思います。 

②については，全国と比較できる情報は何かありますか。 
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（事務局） 

他県と比較できるデータはありません。 

 

（石岡部会長） 

②については，I の方がよろしいかもしれませんね。評価するのはなかなか難しいと思いま

す。 

今後どのような指標と設定していくかという問題はありますが，こちらについては第２期の

評価ですので一旦終了ということで，第３期では新しい評価軸を作成していくことになります

の。第３期の目標値の検討はこのワーキング部会で行うのでしょうか。 

 

（事務局） 

第２回のワーキング部会で目標値を検討いたします。 

 

（丹田委員） 

②については，Iが妥当かと思います。 

 

（石岡部会長） 

そうですね。他の委員の方も全国との比較困難ということで，Iでよろしいでしょうか。 

それでは，【課題と対応】についてですが，こちらに書かれている以上のことはなかなか難し

いのではないかという印象を受けます。 

ちなみに，厚生労働省で作成している様々な図書・資料等についての利活用というのはどの

ような状況になっているのでしょうか。パンフレット等が作成されているとことまでは知って

おりますが，それが上手く利用されているかどうかまではわかりかねていたところでした。 

 

（事務局） 

活用はこれからと伺っておりました。産業保健センターにおける相談も，研修を実施しなが

ら今後進めていくと伺っております。 

 

（丹田委員） 

がん対策基本法が改正されて，企業の責務が新しく盛り込まれたということは，今後の対応

として記載した方がよいのではないかと思います。 

 

（石岡部会長） 

今回，この【課題と対応】についてはかなり書き込まれておりますので，これ以上はよろし

いのではないかと思います。 

 

（丹田委員） 

２１ページのアピアランスについてですが，栗原市は最近になって補助制度をスタートさせ

ました。予算との関係でここに盛り込めるかはわかりませんが，施策の検討を行うと記載され
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ておりますので，そういったことも今後の対応としては必要になってくるのではないかと思い

ます。 

 

（石岡部会長） 

県としては予算確保が難しいのではないですか。 

 

（岡本課長） 

第３期の県計画が今年度で策定となり，治療と仕事の両立というのは重要な項目と認識して

おります。全てが叶うわけではありませんが，就労支援ということで，第１回の宮城県がん対

策推進協議会でもお話しさせていただきましたとおり，県としても来年度予算要求に向け検討

して参りたいと思います。 

 

（石岡部会長） 

是非よろしくお願いします。 

これまでの大枠の予算確保についての発言は宮城県がん対策推進協議会の場で私も申し上げ

ましたが，具体的な予算の話になることはこれまであまりありませんでしたので，是非次回の

宮城県がん対策推進協議会の場でも御発言いただけたらと思います。 

 

（丹田委員） 

次期計画に盛り込むかどうかは次回ワーキング部会での議論になりますか。 

 

（石岡部会長） 

そうなります。 

それでは，委員の皆様ありがとうございました。 

今回議論できなかった，「４．がん登録の更なる推進」，「５．小児がん」，「６．がんの教育・

普及啓発」については，いつまでとりまとめる必要があるのでしょうか。 

 

（事務局） 

第２回のワーキング部会で骨子（案）について御審議いただくこととしておりますが，骨子

（案）に第２期の評価内容が盛り込まれます。今回議論できなかった項目については，皆様か

ら個別に御意見をいただく形でとりまとめたいと思います。 

 

（石岡部会長） 

それが良いですね。 

 

（事務局） 

最後に全体目標のところだけ御審議いただければと思います。 
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（石岡部会長） 

それでは，最初のページにお戻りいただき，「全体目標」の２及び３について，御意見等はご

ざいますか。 

これまでの議論からこちらの項目を評価するということでよろしいでしょうか。 

 

（事務局） 

はい。これまで御審議いただいた項目で，調査項目が変わり評価不能となったところもござ

いますが，全てを一覧にまとめた資料を，資料４として配付しております。全体的な進捗を踏

まえて事務局としてはいずれも B評価とさせていただいております。 

 

（石岡部会長） 

「２ すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持向上」につい

て，B評価ということで，また，「３ がんになっても自分らしく暮らせる社会の構築」につい

ても，B 評価となっております。３については，本日議論ができなかったがん教育なども含ま

れるかと思いますが，いかがでしょうか。 

正直，これまでの議論からこれらの目標を評価するのはとても難しいことかと思いますが，

こちらについてはまず，患者のお立場として吉田委員はいかがでしょうか。 

 

（吉田委員） 

私は特に，３について，とても抽象的で評価が難しいと感じました。患者さんが自宅に戻っ

たときに，本当に自分らしく暮らしていけるのかと問われると現実的どうなのかと思い，C 評

価と考えます。 

 

（石岡部会長） 

この項目については，我々医療従事者も胸を張って順調とはなかなかいえないと感じます。 

それでは，中保委員と安藤委員に２について，どうお考えかお伺いします。 

 

（中保委員） 

強いていうのであれば Iですが，Iが不適切といわれましたら C評価かと思います。 

 

（安藤委員） 

結局，多職種連携のネットワークに上手く関係することができた患者さんにとっては良いの

かもしれませんが，それに関わることができなかった方については，置き去りにされてしまう

のではないかと思い，評価不能として Iと考えます。 

 

（石岡部会長） 

それは格差があるということでしょうか。 

しかし，格差があったとしても，宮城県全体をみてどうなのか，という評価になりますので，

それはいかがでしょうか。 
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（安藤委員） 

先ほど吉田委員からもありましたように，情報が正しく受け取ることができているのかどう

か，相談した方のアビリティに因ってしまうのだと思います。なので，これが居宅で，と考え

た場合，私は Iだと思います。C評価とできるかどうかも疑問です。 

 

（石岡部会長） 

渋谷委員はいかがでしょうか。 

 

（渋谷委員） 

非常に難しいですね。 

２についても，３についても両方 Iではないかと思います。 

 

（石岡部会長） 

I という御意見が出ており，評価が難しいというのが我々全員の意見ですが，事務局として

はいかがでしょうか。 

部会としては Iにしたいと思います。Iでよろしいでしょうか。 

 

（事務局） 

はい。 

 

（石岡部会長） 

ありがとうございます。それでは，残りの項目については，個別に事務局より照会がありま

すのでよろしくお願いします。 

今回残った項目は比較的に評価しやすい項目かと思いますので，是非忌憚のない御意見をお

願いいたします。そして，私と事務局とで皆様の御意見をとりまとめ，提示したいと思います。 

一旦次回ワーキング部会の前に提示ということでよろしいでしょうか。 

 

（事務局） 

次回ワーキング部会まで日数があまりありませんので，おそらく事前資料の送付の際に併せ

て送付させていただくことになるかと思います。 

 

（石岡部会長） 

わかりました。第２回目のワーキング部会の直前になってしまいますが，どうぞよろしくお

願いいたします。 

それでは，議事（２）その他，ということですが，委員の皆様から何かございますか。 

なければ，本部会の設置要綱の第４の２，構成員以外の出席者についてですが，「部会長は，

必要に応じて部会に構成員以外の者の出席を求めることができる。」とされております。 

今回も，小児がん等を専門にされている方の御出席がありませんので，そのような専門分野

の先生方に御出席をお願いすることができますがいかがでしょうか。 
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（丹田委員） 

がん登録についてですが，当院医事課の職員が国立がん研究センターの研修において講師も

引き受けておりますのでいかがかと思います。 

 

（石岡部会長） 

がん登録に関しては，宮城県立がんセンターにいらっしゃる金村先生が学者として適任かと

思いますが，がん登録については法律が施行され方向性が全国である程度統一されましたので，

宮城県単独で取り組まなければならないという状況はなくなってきたのかと思います。 

今回お願いしたいのは，小児がん分野の専門家として，東北大学大学院医学系研究科小児病

態学分野の呉教授から，小児がん拠点病院の現状についてお話を伺いたいと思います。いかが

でしょうか。よろしいでしょうか。 

また，次回ワーキング部会ですが，当初８月８日で開催を予定しておりましたところ，諸事

情により開催が難しい状況となっております。後日改めて，委員の皆様には事務局より日程調

整の御連絡があると思いますので，大変申し訳ございませんが御協力よろしくお願いいたしま

す。 

それでは，以上で終了とさせていただきます。遅くまで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。次回のワーキング部会の開催日時につい

ては，改めて調整させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは，本日の

会議は以上を持ちまして終了させていただきます。 


