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平成２９年度第２回宮城県がん対策推進協議会ワーキング部会会議録 

 

１ 日時：平成２９年８月２４日（木）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２回ワーキング部会を開催いたし

ます。 

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。 

第２回ワーキング部会では，第３期宮城県がん対策推進計画の骨子案について，御審議いた

だければと存じます。 

また，本日の骨子案検討に際し，東北大学大学院医学系研究科 呉教授から「小児がん対策

と今後の方向性」について，情報提供をいただく予定としております。 

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。 

それでは，ここからの議事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） 

それでは，議事に入らせていただきます。 

まずはじめに，次第の３，報告として，第２期宮城県がん対策推進計画の評価について，事

務局より報告願います。 

 

（事務局） 

資料１－１をご参照ください。８月２４日現在の第２期宮城県がん対策推進計画における進

捗状況について，第１回ワーキング部会での御意見をもとに，石岡部会長と相談の上，修正い
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たしました。 

結果は，グラフをご参照ください。「Ａ（順調）」が３項目（１０．３％），「Ｂ（概ね順調）」

が８項目（２７．６％），「Ｃ（やや遅れている）」は６項目（２０．７％），「Ｄ（遅れている）」

が７項目（２４．１％）「Ｉ（評価不能）」が５項目（１７．２％）です。 

個別目標別の進捗状況について，資料１－２で説明いたします。主な変更点について報告さ

せていただきますが，変更部分については，下線を引いております。 

１０頁をご覧下さい。「（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

てですが，放射線治療専門医・放射線診断専門医を除く人口１００万人対の医療従事者数は，

２４５．５となり，平成２４年の全国平均より増加しましたが，平成２９年の全国平均は，３

０９．３（人口１００万人対）であることからＢといたしました。詳細データは参考資料６に

記載しております。 

１１頁をご覧ください。「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，平成

２９年６月末現在の受講割合について記載いたしました。新年度における人事異動等の影響も

あり， ７３．４％と平成２９年３月末時点の７９．９％より低い値となっております。より一

層の受講促進が求められることから Cとしております。 

１７頁をごらんください。「がん登録の更なる推進」になります。前回のワーキング部会後に

御意見をいただき，②協力医療機関数については，平成２７年データを記載し，「Ｃ」に変更し

ております。なお，目標達成状況に，平成２８年以降は「がん登録等の推進に関する法律」に

より全病院（１４１病院：Ｈ２９.３.３１時点）にがん罹患情報の届け出が義務づけられたこ

とについて追記しております。課題と対応について，「県民が活用できるように関係機関と連携

して普及啓発を推進する。」と追記いたしました。 

１８頁「小児がん」について，連携病院の県内病院数について追記しております。 

１９頁「がん教育・啓発普及」について，課題と対応について，「教育現場における，がん教

育の必要性の普及及び，優先性をもったがん教育実施を推進する。」と追記いたしました。 

各委員からの意見については，参考資料９－２に記載しております。 

 

（石岡部会長） 

ただ今の説明に関しまして，委員の皆様からご質問等あればお願いします。 

先日議論したところで，変更となった箇所は変更していただいておりますが，その後の検討

で，数字が出なかったところについて，マイナーチェンジも行っております。 

 

（丹田委員） 

１９頁のがん教育のところで，「優先性」とあります。これは安藤委員の御意見によるものか

と思いますが，優先性を持ったがん教育というのは，どういうことでしょうか。 

 

（安藤委員） 

学校内で行わなければならない教育事項が色々とあるかと思います。がん教育はその中の一

つと捉えられており，例えば，中学校ですと，３年間のうちに実施すべき項目がいくつかあっ

て，どちらかというと少し置き去りにされているというのが，中学校の校医としての立場で気



 - 3 - 

になっておりましたので，「優先性」という言葉にしてしまいました。例えば，いじめ問題であ

るとか性教育の問題であるとか，様々な問題があって，まずはそこから始めなければならない，

ましてや短い限られた時間の中で，なかなかこのがん教育を取り入れられないということを現

状として感じました。 

 

（石岡部会長） 

必要性と優先性は並列でしょうか。少し言葉を整える必要がありますね。優先性を持ったが

ん教育を推進するというのは，少し回りくどい感じがします。ここで言いたいことは，教育現

場でまだ，がん教育の必要性が認知されていないということで，教育現場におけるがん教育の

実施を推進するということかと思います。 

この，「がん教育の必要性を普及する」という意味としては，教育現場における教員等に対し

てがん教育が必要であるということを普及するということでしょうか。 

 

（事務局） 

はい。 

 

（石岡部会長） 

そうすると優先性も同じ意味ですよね。「がん教育の優先性と必要性を啓発し」という文言に

した方がいいかもしれませんね。 

 

（丹田委員） 

必要性だけではダメでしょうか。必要性がクローズアップされれば，自然と優先的に実施し

ていただけるのではないでしょうか。 

また，近く，カリキュラムにがん教育が掲載されると伺っておりますが，いかがでしょうか。 

 

（スポーツ健康課） 

今後，指導要領に入ってくるだろうということですが，まだ決定ではありません。 

 

（丹田委員） 

カリキュラムに組み込まれればおそらくどこでも実施するでしょうが，組み込まれなくても

必要性については強調するということでよろしいでしょうか。 

 

（石岡部会長） 

必要性という言葉だけでも良いですね。それでは事務局の方でこちらを修正していただけれ

ばと思います。 

よろしいでしょうか。他にご質問はありませんか。 

  それでは議事を進めます。 

  では，次第の４，協議に入らせていただきます。はじめに，第３期宮城県がん対策推進計画

の骨子案について，事務局より説明をいただいた後に，今回は，小児がん対策の課題と今後の
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方向性について，東北大学大学院医学系研究科 呉繁夫先生にお越しいただき，御意見をいただ

きたいと思います。それではまず，事務局から説明願います。 

 

（事務局） 

  資料２－１をご覧ください。 

がん対策基本計画案と宮城県がん対策推進計画の項目の比較をし，全体像を説明させていた

だきます。左側から第３期国計画案，６月開催された協議会に提示した第３期県計画骨子案，

今回，第２回ワーキング部会に提示する県計画案，第２期県計画と並んでおります。国計画案

の構成に伴い，県計画に項目を採用し，協議会の意見を基に構成を変更いたしました。 

都道府県がん対策推進計画は，がん対策基本法第１２条により規定されており，「がん対策基

本計画を基本とするとともに，都道府県におけるがん患者に対する医療の提供状況等を踏まえ

て策定しなければならない。」とされております。 

この構成案については，協議会において，概ね了承を得ておりますが，２点，ご意見をいた

だいております。参考資料９－１をご覧下さい。「患者本位のがん医療の実現」の（１）として

ゲノム医療が適切か，緩和ケアを「がん医療の実現」の項目に含め，各治療法に加えてはどう

か，というご意見です。 

  ゲノム医療については，国基本計画案に基づき，（１）として記載し，（２）（３）（５）を第

第２期県計画にならって，ひとつの項目としております。 

  緩和ケアについては，「尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築」の大部分に記載されてお

り，がん医療の項目にも記載することで，焦点がぼやけるとの意見もあったことから，６月案

の構成のままとしております。 

資料２－３をごらんください。第 1 回ワーキング部会の審議結果を踏まえ，骨子案を作成し

ております。また，事前に委員からいただいた意見に基づき，事前に送付した資料の一部を修

正しております。 

１頁をご覧ください。「第１章 宮城県がん対策推進計画」については，前回資料と変更あり

ません。 

３頁をご覧ください。「第２章 がんを取り巻く現状」については，第２期県計画と同様に，

宮城県の人口，がんの罹患，死亡等の状況の各種データを掲載する予定です。 

４頁をご覧ください。「第３章 目指す宮城のすがた」については，全体目標として， 

「１．科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実」「２．患者本位のがん医療の実現」「３．

尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築」としております。 

  また，第２期県計画に掲載しておりました「基本方針」についても引き続き，掲載しており

ます。 

 「２．患者本位のがん医療の実現」については，６月に行われました協議会において，がん

ゲノム医療について言及するべきか否かの意見がありましたが，国基本計画案と同様に記載し

ております。 

５頁をご覧ください。「第４章 分野別施策」についてですが，まず最初に，構成について説

明いたします。第２期県計画と同様の項目については，「現状と課題」に第２期県計画の評価に

おける「取り組みの状況」について記載し，「成果・進捗」に進捗状況の表と「目標の進捗状況」



 - 5 - 

の文言を反映しております。「取組の方向性」には，「課題と対応」で記載した内容を反映して

おります。それ以外の項目については，国基本計画案を参考に案を作成いたしました。 

「１科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実」は，「みやぎ２１健康プラン」と連動し

た項目となります。（１）がんの一次予防は，第３期国計画案では，「生活習慣」と「感染症対

策」となっておりますが，第３期県計画骨子案では，第２期県計画と同様に，「喫煙（受動喫煙）」

「その他の生活習慣」「感染症対策」といたしました。 

目標値については，８頁に記載しております。「みやぎ２１健康プラン」と連動した項目とな

り，平成３４年度が目標年度をなっており，目標値の変更はしておりません。 

９頁をご覧ください。その他の生活習慣病の目標値については，国の目標値に合わせて，運

動に関する個別目標を追加しております。 

  （２）がんの早期発見，がん検診（２次予防）について，１１頁をご覧ください。③職域に

おけるがん健診の「現状と課題」に「がん啓発とがん検診の受診率向上に向けた包括協定」に

ついての説明欄を追加しました。 

目標値については，１２頁をご覧下さい。「みやぎ２１健康プラン」と連動した項目となりま

すので，目標年度を平成３４年度とし，目標値については，がん検診受診率は，肺がん以外で

は達成していないことから，第２期県計画と同様の目標値である７０％といたしました。 

精密検査受診率については，今回新たに設定された目標値になります。現況値から判断し，

１００％といたしました。 

１３頁をご覧ください。「職域におけるがん検診」について，第３期国計画案の取組の方向性

について記載いたしました。 

１４頁をご覧ください。「患者本位のがん医療の実現」の現状と課題について，がんゲノム医

療の実用化を推進する取組として，東北大学病院内に設置された「個別化医療センター」や，

拠点病院への遺伝カウンセリングを行う者の配置などについて記載しました。 

個別目標としては，「国のがんゲノム医療提供体制の整備を踏まえ，がん診療連携拠点病院に

おいて，がん診療に携わる全ての医療従事者がゲノム医療に関する知識を高める。」に加え，「遺

伝カウンセリングを受けることのできる体制整備」について追加しました。 

（２）については，「各治療法とチーム医療について」を第２期県計画にならって，一体的な

項目とし，支持療法について加え，「がんの手術療法，放射線療法，薬物療法，科学的根拠を有

する免疫療法，支持療法の充実とチーム医療の推進」としております。 

１７頁をご覧ください。（エ）免疫療法については，３０行目に「十分な科学的根拠を有する

治療法とそうでない治療法があり，これらは明確に区別されるべきとの指摘がある。」と記載し

ましたが，全ての文頭に「科学的根拠を有する」と記載しております。 

取り組みの方向性について，事前に配布しました資料に「免疫療法に関する正しい知識の普

及及び啓発を行う」を追加しました。 

個別目標は２０頁に記載しております。第３期国計画案を基に「それぞれの状況において必

要なサポートを受けられるようながん医療の充実とチーム医療の体制を強化する」とし，目標

年度の変更と参考指標に放射線療法認定看護師を追加しています。 

２３頁をご覧ください。（５）小児がん，ＡＹＡ世代のがん，高齢者のがん対策に，第２期県

計画の「小児がん」の項目が記載しております。個別目標については，２６頁をご覧ください。
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第２期県計画と同様の個別目標とし，参考指標については，本日の呉先生のお話を伺った上で，

中間案にむけて調製していく方針としております。 

 

２７頁をご覧ください。がん登録については，県立がんセンターの金村先生から意見聴取い

たしました。２８頁の現状と課題について，「院内がん登録実務者に対する研修会等の継続的な

人材育成の必要性」，取り組みの方向性として，「がん診療連携協議会と連携した院内がん登録

の実務者の育成の推進」を追加しました。２９頁，個別目標に，「高い精度で継続的にがん登録

が実施されるように，全国がん登録及び院内がん登録の実務者を対象とした継続的な研修会の

開催，定期的な情報提供，質問・相談への対応を行い体制の強化を進める。」を追加し，参考指

標についても追加しております。 

「３尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築」（１）がんと診断された時からの緩和ケアの

推進の個別目標は，Ｐ３３～３４に記載しております。目標年度の変更と今回評価できないと

した参考指標を削除しております。 

  ３４頁をご覧ください。「（２）相談支援，情報提供」については，第２期県計画に沿って①

相談支援及び情報提供（相談支援）②患者会等の充実と項目立てしております。 

個別目標は，３６頁に記載しております。第２期県計画と同様の目標とし，参考指標にピア

サポーターに関する項目を加えております。 

（３）社会連携に基づくがん対策・がん患者支援には，第２期県計画における在宅緩和ケア

について記載されております。個別目標は，３９頁に記載しております。第２期県計画と同様

の目標とし，目標年度の変更と評価できないとした参考指標を削除しております。 

  ３９頁をご覧ください。（４）就労を含めた社会的な問題となります。４０頁の１２行目，医

療機関等における就労支援の現状と課題として「施設内外への周知不足等により，充実した就

労支援を提供するには至っていないこと」「東北労災病院における治療就労両立支援センターの

取り組み」について追加しております。 

４１頁の２０行目をご覧ください。職場や地域おける就労支援の現状と課題について，「治療

と就労支援の両立支援マニュアル」について追記し，取り組みの方向性について，「がん患者・

経験者の就労支援のため，宮城県産業保健総合支援センター，患者団体等の協力を得ながら，

企業へ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。」と修正しております。 

個別目標は，４２頁に記載しております。第２期県計画と同様の目標とし，目標年度と参考

指標の変更をしております。「がん啓発及びがん検診の受診率向上に向けた包括的連携に関する

協定」の締結先機関数を加えております。 

  ４５頁をご覧ください。「４. これらを支える基盤の整備」（１）がん研究について，現状と

課題に記載しておりますがん登録について，「がんの動向や将来予測についての研究には至って

いない。」と追加しました。 

（２）人材育成について個別目標は，４７頁に記載し，第２期県計画にならった目標設定を

しております。 

（３）がん教育の個別目標は，Ｐ４８に記載しております。第２期県計画と同様の目標とし，

目標年度の参考指標の変更をしております。 

「第５章 計画推進のための役割」については，第２期県計画と同様に，県民・医療機関等・
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行政の役割について掲載いたします。平成２８年１２月に改正されたがん対策基本法を受けて，

下線部を変更しています。 

 

（石岡部会長） 

ただ今事務局から，骨子案の説明をいただきましたが，まずここで，呉教授から小児がん対

策に関して御意見をいただきたいと思います。 

呉教授，よろしくお願いします。 

 

（呉教授） 

東北大学病院小児科の呉です。よろしくお願いします。本日はこのような機会をいただきあ

りがとうございます。東北大学病院で行っている取り組みなどを紹介したいと思います。以前

もご説明したこともあるかと思いますが，まず小児がんの定義について説明します。小児がん

は，１４歳以下のお子さんに発症する全てのがんを指し，患者数は，１０万人に１人，つまり，

１万人に１人くらいの病気であり，大人のがんに比べて非常に稀な病気ということがわかると

思います。また，予後ですが，１９７５年は６０％，２０００年は８３％となっており，治る

がんとそうでないがんがはっきりしてきたため，そろそろ頭打ちになっているかと思います。 

いわゆる難知性がんというもので，このパーセンテージが２０１７年現在であると１００％

になっているということは絶対ありません。 

しかし，大部分の患者さんが治るということは間違いありません。そのため，小児がんの経

験者が今後どんどん増えていくということになります。宮城県内では，約２０００人弱いらっ

しゃると考えられます。 

小児がんでは，治ってからの期間が非常に長いということが大変問題で，完治して普通のお

子さんと何ら変わりないということであれば問題はないのですが，晩期障害というのが起こっ

てきます。二次がんに罹患してしまったり，成長障害，生殖器の問題，急性神経障害，特別化

学療法を行った際の心疾患などです。このようなことが生じますので，一般的なお子さんと同

じように晩期障害なく治すには，まだ至っていないという現状があります。 

では，取り巻く問題と対策について，一つ目は医療ですが，特に難知性がんの対応を考えな

ければならないと思います。難知性がんはほとんどが希少がんです。 

例えば，白血病が非常に多いですが，９０パーセント以上の５年相対生存率です。 

小児がん拠点病院が平成２５年３月に設置されまして，東北大学が東北地方では唯一の小児

がん拠点病院となっており，これを機に急速に整備が進みました。石岡先生がセンター長であ

る東北大学病院がんセンターにも小児がんチームを加えていただきました。 

また，東北六県における小児がんの専門委員会ができており，東北圏内の大学病院や規模の

大きい病院９施設と東北大学病院の計１０施設で構成される委員会となっております。 

この専門委員会での情報共有として，テレビカンファレンスが定期的に開催されており，ま

た，平成２８年１０月から，多職種間の連携として，医師と看護師や院内学級教師，臨床心理

士，MSW，CLS，保育士，造血管細胞移植コーディネーターなど，パラメディカルスタッフが入

った形で，交流を進めており，今後も定期的に開催予定です。 

それから，人材育成ですが，これまでも医師については，なかなか東北六県の医師が集まる
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ことが難しく，様々なセミナーや研修に併せて人材育成を行っております。 

そして，難知性小児がんへの対応に移りますが，なかなか予後が良くなりません。これまで

の標準治療では１年・２年と生きられないだろうと予想されるお子さんに直面することがあり

ます。そういった患者さんへの対応を，東北大学病院で実施しようと思い，そのきっかけとな

ったのが，資料３の３枚目のスライドに映し出されております症例の患者さんになります。 

このお子さんは３ヵ月で，脳腫瘍の患者さんでした。皮膚に母斑があり，また，脳内の腫瘍

が非常に大きく，さらに，急速に大きくなっていました。そして，水頭症が進み，スタンダー

ドな化学療法が全く効かず，脳外科の先生にシャントを作っていただき，髄液を身体の外に出

しておりました。予後はおそらく，あと１カ月だと言われて，他になすすべがなくなっている

状況の中，ＤＮＡを調べてみたところ，ＢＲＡＦという遺伝子に変異があることがわかりまし

た。これは非常に有名な変異であり，大人では，メラノーマの原因である変異として良く知ら

れております。その頃ちょうど，メラノーマの患者さんが多くいらっしゃる欧米において，こ

の変異に対する特異的な阻害剤の治験が行われておりました。治験ですので，承認薬ではない

ため，個人輸入ができる状況で，この阻害剤を個人輸入して，お子さんに朝晩と服薬させたと

ころ，累々とあった腫瘍が３カ月か４カ月で消えてしまいました。実際この方は，がんは治り

ました。水頭症の影響が大きく，なかなか元気に歩くところまではいきませんでしたが，少な

くともがんは完治し，がん死は免れたのです。 

この経験があって，先ほど骨子案にも出ておりましたが，がんのゲノム医療，難知性がんの

対応としては，これしかないだろうと感じ，このようなことをシステミックに実施していく必

要があるのだとうとも感じました。 

どこから出たがんか，ではなく，どういう遺伝子の変異を持っているかによって，治療法を

選択するというがんゲノム医療，アメリカのオバマ元大統領は精密医療，プレシジョンレジデ

ンスといっており，がんだけではなく他の医療も含まれるわけですが，難知性がんこそ進めて

いかなければいけないと感じました。 

難知性がん患者の割合は小児がん患者の１０％程度となっております。東北大学病院の新患

で小児がんと診断される方が，年間５０人から６０人程度ですので，大体，５名から１０名く

らいの人数です。東北大学病院では，難知性がんの患者さんのサンプルを送るとゲノム検査を

行ってくれる米国の Memorial Sloan Ketteringがんセンターに，難知性がん患者のサンプルを

全て送るという方針に変えました。既に２例程サンプルを送っております。東北大学病院では，

先ほど申し上げたとおり，個別化医療センターとして，このような取り組みを行っていこうと

いう動きがありますので，個別化医療センターにもサンプルを送り，解析していただいたらい

いのではないかと思います。 

それでは次に，小児がんを取り巻く問題と対策のうち，２の治療中や治療後の環境について

お話します。 

入院中のお子さんの QOL の向上に腐心しているところですが，まず，入院設備を良くする，

それから，ケアスタッフを充実させる，それから，AYA 世代の患者さん，骨子案の中でも独立

した項目が設けられておりますが，本日は特に，お子さんの教育についてお話したいと思いま

す。 

その前にまず，入院施設についてですが，２０１３年に小児がん拠点病院の指定を受けた際
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に，病院から支援をいただき，クリーン域を作りすべて個室化しました。中はクリーンですの

で，プレイルームを設置しお子さんが遊べるようになっております。前は全て個室でしたので，

部屋から出られない状態でしたが，クリーン域を設置することにより，廊下を走ったりするこ

とができるようになり，ＱＯＬがかなり良くなったかと思います。 

それから，チャイルド・ライフ・スペシャリストという方が働いております。チャイルド・

ライフ・スペシャリストとは，例えば，MRI がどういう機械でどのような音がするものなのか

ということや，点滴ではどういったことをするのかなど，治療方法等をあらかじめ子どもたち

に教えてくれる専門職のことをいいます。このようなことを教えることで恐怖感をなくし，で

きれば患者さんの協力を得られるようにするということを専門的に行っております。 

そして，本日特にお話したい，ＡＹＡ世代の患者の教育についてですが，子ども病院及び東

北大学病院共に，院内小学校及び中学校は既に設置されております。しかし，高校はありませ

ん。このため，入院中の高校教育についてはできていないのが現状です。 

高校教育について，今年の３月に，河北新報にもとりあげていただきましたが，東北大学病

院の医学部の学生に入院中の高校生の学習支援をお願いしたところ，６名程手をあげてくれま

して，個別に教師をしていただいています。お子さんからは非常に好評で，中には退院されて

も勉強を教えてもらうために通ってくる子もいます。美談として新聞に取り上げていただいた

のですが，改めて，この支援は一体誰が行うべきかというのが問題だと思います。 

県や市に設置を要望したこともありますが，県の見解が資料６次頁の３枚目のスライドにな

ります。小学校，中学校は義務教育ですので，法的根拠があるのですが，高校生向けの院内学

級に関する国の支援制度や法的根拠はないということで，県の教育委員会の担当者の見解は「在

学する高校が独自に課題を与えるなどして対応している。通信制高校や特別支援学校の高等部

があり，入院中の教育機会がないわけではない」とこの新聞記事に書かれています。 

全国において，AYA 世代の方がどのくらいきちんとした高校教育を受けられているかという

と，７割の方が受けておりません。 

その中で，院内高校を設置している県もあり，お隣の福島県でも実は設置しております。そ

れでは，院内高校がどういうシステムかを説明します。 

元の高校に戻れないシステム，例えば，仙台一高に通っているところを，転校してしまって

退院後に元の高校に戻れないシステムだと，なかなか入学しようとしません。 

このシステムの良いところは，退院して元気になったら元の学校に戻れるということを担保

しているところです。つまり，入院中の一時的な期間のみ，院内高校で学ぶことができるシス

テムになっています。 

是非このシステムを持つ院内高校を，宮城県内の大学病院であるとか，小児がんを扱ってい

る施設に設置していただきたいと思います。本日ここで説明させていただいている一番の理由

はこの院内高校の設置です。計画の中に，多くのことは求めませんので，院内高校の設置につ

いて言及していただければ本日の目的も達成できます。 

次の相談窓口ですが，小慢さぽーとせんたーという事業を，宮城県と仙台市からの委託によ

り東北大学病院が実施しております。 

事業内容としては，専用回線による電話相談や，必要であれば主治医を含めての相談対応，

それから小慢の様々な書類の処理について，経験者が対応してサポートするという内容になっ
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ております。また，臨床心理士による，入院中あるいは外来の方の相談対応も実施しておりま

す。この事業は小児がんに限られませんので，他の疾病の方もいらっしゃいますが，小児がん

が圧倒的に多くを占めております。 

ここからは，入院中の子どもたちを楽しませる取組について紹介したいと思います。例えば，

ゆるキャラに毎月来ていただいたり，子どもたちを楽しませるためのピエロ，つまり，臨床道

化師を招いたり，先週も行ってきましたが，子どもたちと野球観戦に行ったり，色々な取組を

しております。昨日も，子どもたちがお化け屋敷を開いてくれて，医者や看護師の方々を驚か

せるということをしてくれました。大変嬉しかったです。また，院内の吹き抜けを利用した映

画館も実施しております。御両親と映画館に行くということがなかなか難しいので，御両親に

こちらに来ていただいて，一緒に映画を観ていただいて思い出を作ってもらえたらと思い実施

しております。 

最後にまとめとして，まず，難治性小児がんについては，やはりゲノム医療しかないだろう

と考えます。しかし，そのためには，高額な遺伝子検査の費用負担が必要となります。現在は，

研究費で対応しておりますが，いつまで継続できるかわかりませんので，これはどうしても必

要になるかと思います。 

二つ目として，ＡＹＡ世代の入院患者には，高校教育を提供する必要があります。現在は，

学生の方に教えていただいておりますが，やはり，こちらについては学生頼りではなく，大人

が考えていく必要があるかと思います。 

三つ目として，小児がん経験者には，生涯に渡るサポートが必要です。相談窓口として，小

慢さぽーとせんたーがありますが，これをもっと充実させていく必要があると思います。 

私からは以上です。どうもありがとうございました。 

 

（石岡部会長） 

呉先生，どうもありがとうございました。ただいまの御意見に対しまして，委員の皆様から

御質問等ございますか。 

 

（丹田委員） 

福島県の取組や，河北新報の記事になった東北大学病院の学生さんによる学習支援の取組

が非常に良いと思ってみておりました。現在も，学生による学習支援というのは続いている

のでしょうか。また，何人くらいのお子さんが支援を受けられているのでしょうか。 

 

（呉教授） 

現在も続けており，常に５，６人の高校生のお子さんが支援を受けています。 

 

（丹田委員） 

そのくらいの需要があるのですね。 

また，福島県の取組について，設置されているのは，福島医大でしょうか。 

 

（呉教授） 
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そうです。 

 

（丹田委員） 

宮城県で考えると，子ども病院もありますが，ニーズの多さとして設置が考えられるのは東

北大学病院でしょうか。 

 

（呉教授） 

両方ニーズはあるかと思います。 

子ども病院にも，数は少ないですが，高校生がいらっしゃいますので，ニーズとしてはある

と思います。 

 

（丹田委員） 

要は，その２施設に患者が集約化されておりますので，そこに院内高校があると良いという

理解ですね。 

 

（呉教授） 

現在，院内高校がある施設は０ですので，０より１の方が良いと，さらに，１より２の方が

よいとそのような考えになるかと思います。 

 

（丹田委員） 

ちなみに，設置費用はどのくらいかかるものなのでしょうか。その試算はされているのでし

ょうか。手続き上の問題と，実際に教師を雇わなければならないという問題があるかと思いま

す。 

 

（呉教授） 

小・中学校の例で申し上げますと，木町通り小学校の分校にしておりまして，木町通り小学

校の先生が派遣されて教えていただく体制となっております。このため，教師１人の人件費が

一番大きいかと思います。 

 

（丹田委員） 

以前，県と交渉された際は，院内高校を設置するということで交渉に当たられたのでしょう

か。どのような計画で要望されたのでしょうか。 

 

（呉教授） 

ハード整備の高校設置というよりは，実際に教師に来ていただきたいと考えております。 

 

（丹田委員） 

県の教育委員会に，産休の先生を補助するような臨時の先生がいるという話は伺ったことが

あるのですが，そのような先生方の派遣をいただければ良いのでしょうか。しかし，高校の科
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目５教科を１人で教えるということはできないでしょうから，少なくても科目分の人数は必要

ということになりますね。 

 

（呉教授） 

医学部の学生は割と理科系が得意でありまして，理科・数学・英語については結構教えてい

ただいているところです。少し困っているのが社会で，なかなか手を挙げてくれる方がおりま

せん。色々な教科の先生がいてくれればいいなと思います。 

 

（丹田委員） 

ありがとうございます。 

次に，小慢さぽーとせんたーについてですが，宮城県や仙台市からの委託事業ということで，

年間何件程の相談件数で，その内がんについての相談が何件くらいかということを，評価の資

料であったり，骨子案の現状に記載すべきでないかと思うのですが，いかがでしょうか。デー

タとしてはあるのでしょうか。 

 

（呉教授） 

データはあります。年間の相談件数は１００件程度となっております。 

 

（丹田委員） 

そのようなデータを第２期県計画の評価と，第３期計画に入れるべきかと思います。 

最後に，これは中保委員が専門になるかと思いますが，緩和ケアに関して，難治性小児がん

の方でどうしても治らないという患者に対しては，おそらく緩和医療学会等が小児向けの緩和

ケアの研修等をされているかと思うのですが，実際にそのような研修を受講された方がいらっ

しゃったり，普及啓発を実施しているのでしょうか。 

 

（呉教授） 

小児がん拠点病院の指定要件に含まれておりますので実施しております。研修を受講された

方がおりますし，また，小児がんについても，緩和医療のチームができつつあります。 

 

（丹田委員） 

そのような活動について，東北大学病院だけでなく，子ども病院や連携病院にも普及が必要

ではないかと感じました。以上です。 

 

（石岡部会長） 

他に御意見等ありますか。吉田委員どうぞ。 

 

（吉田委員） 

私は以前，肺結核を患い，院内学級で１年７ヶ月を過ごしたことがあります。院内学級は，

小・中学校一緒でしたので，５０数名の子どもたちがいました。中学校を卒業した子は，高校
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に入学するまで，聴講生として一緒に勉強していたのですが，５３年程前の状況と，現状が変

わらないまま，まだ，高校がないということに大変驚きました。 

私としても，県には是非，院内学級として，高校を整備していただきたいと思います。一人

一人の人権として，非常に重要なことかと思いますので，強く希望したいと思います。 

 

（呉教授） 

ありがとうございます。 

しかし，県の見解としては，スライドに挙げたような感じでして，はっきり申し上げると必

要ないということのようです。 

 

（石岡部会長） 

他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは，まずはじめに，丹田委員から意見がありましたが，相談件数については，成人の

相談件数を記載する箇所がありましたので，そのようなところに小児がんの相談件数を盛り込

むということを考えてみてはいかがかと思います。 

それともう一つ，高校について，かなり専門的な話になりますが，小児がんの対策の中に，

院内高校の整備について言及する方向で整えていただければと思います。目標に入れても良い

のではないかと思います。おそらく，小・中学校は義務教育ですので問題ないかと思うのです

が，高校については，公立・私立があり，また，東北大学病院は東北ブロックの小児拠点です

ので，県外からも患者が流入することを考えたときに，どういった履修方法だと進級できる教

育ができるかという点を，教育の専門の方に検討していただく必要があるかと思います。この

点について，我々が議論すべきところではありませんが，院内高校の整備については，どこか

に書き込みたいと思います。 

 

（呉教授） 

ありがとうございます。そうしていただけると具体的な方向が見えるので良いかと思います。 

 

（石岡部会長） 

それともう一つ，ゲノムについて，これは既に項目として記載されておりますので，再度小

児がんの項目に記載せずとも，全体のこととして，既に記載している文言に含めるということ

でよろしいかと思います。いかがでしょうか。 

 

（呉教授） 

これは，成人でも小児でも進めていかなければいけない分野かと思います。小児がん分野に

おける進め方として，やはり数が少ないということを利用して，難治性小児がんの方から進め

るのが良いのではないかと思います。 

（石岡部会長） 

資料２－２の１４頁に小児がん，難治性がんと記載されていますね。ただ今呉教授からいた

だいた意見については，こちらに記載されているということでよろしいでしょうか。 
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それでは他に，何か御意見はありますか。 

事務局からはよろしいでしょうか。 

 

（岡本課長） 

教育に関してですが，第３期国計画案６７頁を見ますと，「高等学校段階における遠隔教育等，

療養中においても適切な教育を受けることのできる環境の整備や，復学・就学支援等，療養中

の生徒に対する特別支援教育をより一層充実させる。」という文言がありますので，ここを参考

にして参りたいと思います。 

 

（石岡部会長） 

高校教育に関して，何らかの文言は記載するとして，宮城県における小・中学校の遠隔教育

の実績というのはあるのでしょうか。 

 

（スポーツ健康課） 

福島県で，原発の関係でサテライト教育というものを実施していると伺ったことはあります

が，宮城県ではありません。 

 

（石岡部会長） 

先ほど少し申し上げましたが，進級できなければ意味がないと思います。高校では e ラーニ

ングでの進級が認められておりますが，遠隔教育等で，小・中学校の進級は認められるのでし

ょうか。国が第３期国計画案に記載している，遠隔教育というのが，リアルタイムで教育を受

けられるのか，収録したものを見るだけで良いのか，どちらを想定しているのかわかりません

が，第３期国計画案で記載されていることは，そのまま県の計画（案）にも記載して良いので

はないかと私は思います。 

それにプラスして，専門のお立場で来て下さった呉先生の御意見である，院内高校について

も，検討していただいた方がよいのではないかと思います。 

 

（呉教授） 

現在，大学生に勉強を教えていただいて，学習はできるのですが，それが単位にはなりませ

ん。学校を卒業しなければ意味がありませんので，単位も取れて，勉強できれば，形は問いま

せん。 

 

（石岡部会長） 

県立高校から分校を創っていただき，遠隔教育でできる部分，実際に教師が勉強を教える部

分，そしてテストも受けることができるなど，そのようなことが考えられるのではないかと思

います。検討の価値はあるのではないでしょうか。 

（呉教授） 

子どもが一番気にするのは，一時転校なのか，ずっとその学校にいることなのかということ

です。なので，治ったら戻ることができるということを担保してあげないと，絶対に抵抗があ
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るかと思います。特に，進学校の子どもたちは，入りたがらないです。 

 

（石岡部会長） 

目標に記載すると数年後にできたかどうかを評価しなければなりませんが，ここは少し積極

的に記載するという方向でよろしいでしょうか。 

実現性については事務的につめていく必要があるかと思いますが，宮城県独自の記載として

いきたいと思います。記載方法は検討していくとして，何らかの形で書き込みたいと思います。 

それでは呉先生，本日はお忙しいところ貴重な御意見をいただき，ありがとうございました。

大変参考になりました。 

続きまして，（２）「骨子案についての検討」ということで，事前にワーキング部会の委員の

皆様からいただいた意見等について事務局から説明願います。 

   

（事務局） 

第３期宮城県がん対策推進計画骨子案について，事前に委員の皆様と，がん登録分野につい

ては，宮城県立がんセンターの金村先生から御意見をいただいおりますので，その内容を御説

明いたします。 

資料２－３を御覧下さい。こちらの資料ですが，基本的には章毎にまとめております。第４

章につきましては，分野が多岐に渡りますので，分野毎に御意見をまとめました。左から２列

目に資料２－２の骨子案の頁数を記載しており，続く３・４列目に該当する項目を記載してお

ります。中央の列については，具体的な該当箇所及び修正内容等を，備考と記載している列に

ついては，修正理由等を記載しております。そして，これに対する事務局案と御意見をいただ

いた先生のお名前を記載しております。 

追記・修正した箇所については，先ほど骨子案の説明の際に申し上げたとおりとなっており

ますが，特に，改めて御意見をいただきたいところを抜粋して説明いたします。該当意見につ

いては，事務局案に「第２回ワーキング部会において審議」と記載しております。 

それでは，資料２－３の１頁目，第１章「４ 計画の策定年度・期間」についてご説明いた

します。骨子（案）で言いますと，２頁目になります。前半３年間が終了した時点で可能な項

目は評価し，必要な見直しを図る，という文言を追加してはどうかという御意見をいただいて

おります。本日，御審議いただければと思います。 

次に，資料２－３の２頁目，№１を御覧下さい。こちらは，骨子（案）の１５頁，（１）がん

ゲノム医療の個別目標に関する御意見でございます。内容としましては，個別目標１点目，「が

ん診療連携拠点病院において，がん診療に携わる全ての医療従事者がゲノム医療に関する知識

を高める」としておりますが，がん診療連携拠点病院以外の医療機関も対象とすべきとの御意

見でございます。事務局案としましては，まずは拠点病院ということで目標を記載しておりま

すが，改めて，委員の皆様から御意見をいただきたいと考えております。 

次に，№１０について，こちらは，（２）がんの手術療法，放射線療法，薬物療法，科学的根

拠を有する免疫療法，支持療法の充実とチーム医療の推進に関する個別目標への御意見でござ

います。骨子案ですと，２０頁になります。参考指標①や②において，それぞれの数の「増加」

と記載しているところでございますが，「増加したことが直接目標達成とはならない」という趣
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旨で「増加」という文言を削除してはいかがかという御意見をいただいております。目標値に

関することですので，委員の皆様の御意見をいただければと思います。 

次に№１１，希少がんに関する御意見です。骨子案では，２２頁となります。希少がんに関

する取組の方向性３つ目の記載内容について，文言として免疫療法の後に「緩和ケア」の追記

をしてはいかがか，という御意見でございます。 

次の№１４については，№１０と同様に個別目標における「増加」という文言を削除してはい

かがかという御意見になります。 

最後に，がん登録分野について，金村先生からいただいた御意見を紹介いたします。資料２

－３の３頁№１５以降となります。全体的に，がん登録の精度を保つためにがん登録の実務者

の育成を推進すること，また，がん登録データの利活用の推進について，御意見をいただきま

した。個別目標値についても，がん登録の精度に関する目標を一文追加していただき，それに

伴い，参考指標も金村先生からいただいた御意見を基にいくつか集約して記載しております。 

資料２－３の御説明は以上です。御審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。 

 

（石岡部会長） 

どうもありがとうございました。 

金村先生からの御指摘については，先ほど説明いただいた資料２－２の点線が引かれている

ところとして，既に反映済みということでよろしいでしょうか。 

 

（事務局） 

はい。 

 

（石岡部会長） 

それでは，資料２－３について，丹田委員から寄せられた意見がいくつかございますが，こ

ちらについて審議して参りたいと思います。 

まず，資料２－３の１頁，第１章に係る意見ですが，要するに中間評価についてになります。

資料２－２で言いますと２頁になります。前半３年間が終了した時点で，中間評価を行うとい

う意見です。 

こちらについて，今までは特に中間評価は行っていなかったのですよね。 

 

（丹田委員） 

中間評価を行わないと，６年間そのままにすることになります。６年後にここにいる人達が

何人残っているかわかりませんから，評価もしにくいかと思います。 

 

（石岡部会長） 

そうですね。他の委員の先生方はいかがでしょうか。 

ちなみに，他の都道府県は中間評価を実施しているのでしょうか。 

通常５年のプロジェクトですと，中間評価は実施すると思うのですが。 
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（中保委員） 

実施した方がいいかとは思います。 

 

（石岡部会長） 

そうですね。ただ，他の計画との兼ね合いもでてきますので，全部の指標について評価はで

きないかもしれません。要するに，宮城県の医療政策に関わるところ全部併せれば数値等が出

てくるかと思いますが，５疾病５事業については，個別に計画を立てて実施しておりますので，

個々のデータをお互いに使っている状況ですので，全部の評価はできないかもしれません。そ

れでも，評価できるところはあるかと思いますので，やる意味はあるかと思います。 

安藤委員はいかがでしょうか。 

 

（安藤委員） 

受動喫煙について，国でも東京オリンピックに向けてと言っておりますが，現在足踏みして

いる状態ですので，こういったことだけでも私は実施していった方がよいのではないかと思い

ます。 

 

（石岡部会長） 

我々委員の意見としては，中間評価は入れたいところですね。いかがでしょうか。 

 

（岡本課長） 

先ほど石岡部会長のお話しにもありましたが，確かに，他の計画との兼ね合いもあり，大元

の医療計画は，医療法にある一部の分野については見直しをするものがあると伺っております

が，基本的に中間評価は行わないということでした。がん対策については，基本的に，立てた

目標に対して，毎年がん対策推進協議会に実施状況を報告するという体制をとっております。 

 

（石岡部会長） 

全部について評価できないというのはわかるのですが，昨日の医療政策課の会議でも発言し

たとおり，喫煙対策５年間やっても状況は良くならなかったわけです。それを，また同じこと

を計画に記載して，６年後も同じことの繰り返しになるわけです。それはあまりにも無責任か

と思います。なので，評価可能な範囲については，中間評価を行っても良いのではないかと思

います。 

 

（丹田委員） 

「評価可能な項目は評価し，必要な見直しを図る」という文言でよろしいのではないでしょ

うか。 

 

（石岡部会長） 

これまでの意見から，中間評価は入れることにしましょう。どういう形でできるかというの

は検討して記載しましょう。 
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評価の可否は，数字が出せるかどうかかと思いますので，そこが難しいかと思います。 

 

（岡本課長） 

他の計画の目標値を取り入れている箇所もございます。 

 

（丹田委員） 

他の計画が変更になればこちらの計画でも当然変更になるのですよね。そしてそれが果たし

て適切かどうかということですよね。 

 

（石岡部会長） 

今までは，県の医療政策については，第２期の評価を第３期に，第３期の評価を第４期に反

映させるという方法で行ってきております。なので，中間評価を行うというのはほとんどない

のですよね。６年に長くなったところで，途中で進捗が見えない状況で進むことを懸念して，

中間評価を行うべきとの議論は出ないのでしょうか。 

昨日の議論でも，計画の最後の方にＰＤＣＡサイクルを行うとありましたが，６年後にＰＤ

ＣＡサイクルを行うのでしょうか，それとも計画に対して随時ＰＤＣＡサイクルを実施するの

でしょうか。 

 

（事務局） 

毎年進捗状況を確認するという趣旨と思われます。 

 

（石岡部会長） 

がん対策推進計画も毎年がん対策推進協議会で進捗状況を確認するということでしょうか。 

 

（事務局） 

はい。 

 

（石岡部会長） 

これまでもそのような対応をしてきておりますが，いかがでしょうか。 

 

（丹田委員） 

３年後に，様々な要素が変わってくるかと思います。私としては，どうしても見直しは必要

かと思います。 

 

（石岡部会長） 

要するに計画そのものを見直す必要があるということでしょうか。 

（丹田委員） 

場合によりますが，計画の見直しが必要になるほどの項目の変更が生じた際に，見直すこと

ができないと６年間指標等が固定になってしまいますので困るのではないかと思います。 
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（石岡部会長） 

確かに，これまでのそのようなことはあったかと思います。 

この場で，具体的にどの規模で見直しを行うかというところまでは，決めることができない

と思いますが，皆様いかがでしょうか。 

 

（岡本課長） 

確かに，全国がん登録制度が開始された際にこの計画の見直しを実施してきたかといわれれ

ば実施しておりません。今後，特にたばこの問題で，健康増進法がどういう内容に改正される

か，その内容によっては，様々な計画に影響を及ぼしてくるものと思われますので，その様子

も注視しながら，見直しの時期も含めて検討していく必要があると考えております。 

 

（石岡部会長） 

ということは，２頁のどこかに，計画の見直しを検討する機会を設ける，という記載を入れ

ていただければと思います。もちろん，これについては，ワーキング部会での意見と言うこと

になりますので，親協議会でどのような評価をされるかわかりませんが，ワーキング部会とし

て，文言を追加するということでお願いします。 

厚生労働大臣が替わりましたので，今後どうなるかわかりませんが，東京オリンピック前に

健康増進法が改正された際には，現在の喫煙対策が陳腐なものになってしまうのではないかと

思います。なので，計画の見直しの機会というのはあっても良いかと思います。 

それでは，こちらについては，文言を記載するということで，記載内容については，事務局

と検討していきたいと思います。 

それでは次に，資料２－３の２頁目，第４章（２．患者本位のがん医療の実現～適切な医療

を受けられるよう体制を充実させる～）の№１について，議論していきたいと思います。 

資料２－２では，１５頁の一番上の個別目標の箇所になります。 

がんゲノム医療に関する知識普及対象について，拠点病院以外の医療機関も含めるべきとい

う御意見になります。 

第３期国計画案の目標では，拠点病院における全ての医療従事者という文言になっておりま

すので，拠点病院とそれ以外の病院が並列である必要はないかと思います。 

このため，記載内容も，拠点病院以外の医療機関については，「全ての医療従事者が」という

記載方法でなく，普及啓発につとめるような記載でよろしいかと思います。先ほど呉教授から

もお話しがありましたが，東北大学病院では，個別化医療センター等を稼働し，また，拠点病

院以外の医療機関についてもがんゲノム医療の普及啓発をする機会を今後増やしていこうと考

えておりますので，計画の中に普及啓発について記載されたとしても，現実可能なことかと思

います。 

しかし，先ほども申し上げたとおり，拠点病院とそれ以外の医療機関が並列である必要はあ

りません。拠点病院については，国でも非常に重要視しており，今後実施していく方針でいま

すし，研修についても，国が臨床腫瘍学会に委託して実施することに決定されましたので，そ

こと同じ記載にはしない方が良いと思います。 
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拠点病院以外の医療機関については，新たに点を付け加えて，追記してもよろしいのではな

いかと思います。それでよろしいでしょうか。 

 

（丹田委員） 

２点目のカウンセリングについてはこれでよろしいでしょうか。 

そして，この記載方法ですが，「県及び拠点病院」ではなく「県及び地域がん診療連連携拠点

病院」ですよね。ここで言う「県」というのは都道府県拠点ということですよね。 

拠点病院という言葉が骨子案上，頻出するのですが，定義がよくわかりません。 

 

（石岡部会長） 

拠点病院という文言には，都道府県拠点も地域拠点も全ての拠点病院が含まれますので，こ

こで記載されている「県」とは宮城県も体制整備等に協力するということですよね。 

 

（丹田委員） 

そのような意味なのでしょうか。 

 

（事務局） 

はい。 

 

（丹田委員） 

再度申し上げますが，拠点病院という言葉に何が含まれるのかわかりませんので，明確化し

ていただきたいと思います。 

 

（石岡部会長） 

確かに，個別目標の一つ目にはがん診療連携拠点病院という言葉になっておりますので，統

一した方がよろしいと思います。 

 

（丹田委員） 

「県及びがん診療連携拠点病院においては」という文言に直すべきだと思います。 

 

（石岡部会長） 

それでは次に進みます。 

資料２－３の２頁，№１０です。資料２－２では２０頁になりますが，個別目標の参考指標

における①や②の増加という文言についてです。 

 

 

（丹田委員） 

増加という文言が入ることによって，ただ増えれば良いのかと感じてしますので，いかがな

ものかと思いました。 
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（石岡部会長） 

１人増加すれば良いのか，という議論になるかと思います。また，増加することが決まって

いる項目もありますので，比較可能な数値であったり，客観的に評価可能なものはありますか。

例えば，全国平均と比較する等，そういったことは可能でしょうか。 

 

（丹田委員） 

参考指標に，数が出てくること自体は悪いことではないと思いますが，増加を目標にするこ

とはよろしくないのではないかと思います。 

 

（石岡部会長） 

なかなか難しそうですが，全国の拠点病院と比較することができるようなデータはあります

か。 

 

（事務局） 

拠点病院の現況報告自体が公表されておりますので，そのデータを全国の拠点病院分足し上

げて，人口規模の違い等を考慮せずに単純に都道府県数の４７で割った数値と比較することは

可能かと思われます。しかし，そのような数値と比較して良いのかどうかが解りかねます。拠

点病院でもその種類によって指定要件が異なりますので，全部含めた数を単純に比較して良い

のかも御検討いただければと思います。 

 

（石岡部会長） 

人口等の補正はできないものの，拠点病院一つ一つが同じものと考えると，拠点病院単位で

はできますよね。 

ただ，全国平均の値が入ることで，大分厳しい参考指標になると思います。全国平均が出る

と，県内の拠点病院で平均値よりも低い病院というのが出てくる可能性があります。 

 

（丹田委員） 

それを改善していこうというのがこの計画の趣旨なので，よろしいかと思います。 

 

（石岡部会長） 

１人増加しただけで「増加した」という評価になるのは厳しいものがあるかと思いますが，

中保先生はいかがでしょうか。 

 

（中保委員） 

増加率はいかがでしょうか。 

（石岡部会長） 

がんプロでも中間評価を行う際に，４県４大学について，補助金の分配をするために専門医

の数の増加率を利用して再分配をしております。増加率というのは 1つの方法かと思います。 
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しかし，比較対象は必要かと思います。 

 

（中保委員） 

全国平均の増加率よりも増加率が高ければ良いという評価がよろしいかと思います。 

 

（石岡部会長） 

そうすると，参考指標として，宮城県全体及び全国平均の各数値における現況と６年後の数

値の比較，そして，それに関する両者の増加率の比較により評価するということでよろしいで

しょうか。 

全国平均の数値よりも高く，かつ増加率も，宮城県の方がはるかに良ければＡ評価というこ

とになります。全国平均の数を超えてはいないものの，増加率は全国平均より良いということ

であればＢ評価でもよろしいのではないか，そのような評価方法になるのかと想像します。 

拠点病院が全国には４００施設ほどありますので，それを都道府県事に括ってしまい，例え

ば，お隣の山形県において，拠点病院が何施設あり，その中で医学物理士が何人いて，６年後

何人になったか，ということと，宮城県の状況を比較するという評価になるかと思います。 

数値として出せるのであれば，そのような参考指標にしましょう。 

 

（丹田委員） 

４７都道府県あるのですから，全国の平均ということで良いかと思います。 

 

（石岡部会長） 

各都道府県の比較でなく，全国の数値が 1 つあれば良いということですね。そうすると，宮

城県の合計値を出すのと，全国の合計値を出し，その比較ということでよろしいでしょうか。 

全国の拠点病院に現状何人いて，６年後何人いるか，そして，宮城県の７施設に現状何人い

て，６年後何人いるかということですね。その増加率について，平均と比較してみて，評価す

るという手法はとれるかと思います。 

それでは，ここの個別目標についてはそのような文言に修正ということでよろしいでしょう

か。 

それでは，次に資料２－３，２頁の№１１，資料２－２でいうと２２頁に移りたいと思いま

す。 

 

（丹田委員） 

資料２－２の２１頁におけるがんリハビリの個別目標は空欄のままでよろしいでしょうか。 

 

（石岡部会長） 

ここについては，なかなか個別目標が立てにくいところかと思います。 

（丹田委員） 

全てに個別目標がなくても良いかとは思います。 
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（石岡部会長） 

国の計画（案）では，「有識者の意見を聴きながら，拠点病院等におけるリハビリテーション

のあり方について，３年以内に検討し，その結果について，拠点病院等での普及に努める。」と

されております。国においても，現時点で具体的な指標を持っていない状況ですので，宮城県

としてもこちらについては積極的に立てにくい状況かと思います。 

このワーキング部会にがんリハビリの専門家がおりませんので，がんリハビリに関する個別

目標については，親協議会において審議していただくこととしたいと思います。よろしいでし

ょうか。 

さて，資料２－２の２２頁に移ります。１０行目の「拠点病院等を中心に，ゲノム医療の推

進，手術療法，放射線療法，薬物療法，免疫療法」の一番最後に「緩和ケア」を追加するとい

う意見です。これは追加した方がよろしいと思いますので，追記をお願いします。 

要するに，医療の分野のところと合わせた記載方法にしているのかと思われます。親協議会

の際に出た意見の中で，緩和ケアについては，医療提供の分野に入れた方が良いのではないか

という意見があり，採用は見送られましたが，この分野においては入れても良いのではないか

と思います。 

続きまして，資料２－３の３頁，№１４ですが，資料２－２ですと２７頁に該当します。こ

ちらも先ほどの議論と同じ「増加」という文言についてです。現況としては，７施設に２１人，

１施設当たり３人の病理医がいるということですよね。こちらについても，全国と比較して増

加率がどうなのか，という文言に変更してください。 

事務局から特に審議すべき事項として説明があった項目は以上となります。それ以外の意見

については，何らかの形で反映している，もしくは，変更せずにそのままにしているというと

ころになります。 

全体を通していかがでしょうか。先ほどの呉先生の説明により，新たに取り組むべきことを

追加し，また，主に丹田委員の意見と金村先生の意見を反映させた骨子案となっております。 

中保委員はいかがでしょうか。 

 

（中保委員） 

資料２－２の４８頁を御覧下さい。がん教育に関することですが，１１行目に「また，学校

医や緩和医療に携わる医師，がん患者・経験者等の外部講師を活用しながら」とあります。こ

こに，宮城県独自の記載として，是非「臨床宗教師」を入れていただきたいと思います。 

もう一点ですが，同じ頁の１３行目に「教育現場における，がん教育の必要性の普及及び推

進を図る」とあります。「がん教育」という言葉に続けて「がん教育及び命の尊厳に関する教育

の必要性」としていただきたいと思います。こちらについては，第３期国計画案の７４頁に命

の大切さに関する記載がありますので，宮城県でも記載していただけたらと思います。私も役

員として所属しております，仙台ターミナルケアを考える会では，単にがんの予防ということ

だけではなくて，がんという病気になることで，より命の大切さを実感できるということ，要

するにがんという病気が命の重要性を教えてくれるということをお子さん達に教えていく取組

を行っております。こういった活動も今後掬い上げていただきたく，是非命の尊厳に関する文

言を追記していただきたいと思います。 
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（石岡部会長） 

がん教育の中には命の尊厳に関する内容はないのでしょうか。宮城県のがん教育用のテキス

トには無いような気がします。 

 

（中保委員） 

がんの予防のことだけかと思います。 

 

（石岡部会長） 

確かないかと思いますので，がん教育と命の尊厳に関する必要性ということで分けて記載し

てください。 

吉田委員はいかがでしょうか。 

 

（吉田委員） 

質問ですが，資料２－２の５頁の受動喫煙に関するところで，飲食店の割合における進捗状

況４０．４％ということで，ここがなかなか改善されていないかと思いますが，ファミリーレ

ストラン等，子どもが来店するようなお店が分煙の体制を採っております。このようなお店に

ついては，割合を０％とするような，具体的な文言というのは，宮城県受動喫煙防止ガイドラ

インに記載されているのでしょうか。これから作るのでしょうか。 

 

（岡本課長） 

宮城県受動喫煙防止ガイドラインには，敷地内禁煙であったり，建物内禁煙の区分けが記載

されておりますが，それを飲食店に義務づけているものではなく，このような県の方針に従っ

て自主的に取り入れて下さる企業を集って実施しているものになります。 

 

（吉田委員） 

子どもが入るようなファミリーレストランについては，やはり０％にしていただきたいと思

います。 

 

（石岡部会長） 

皆さん御承知のとおり，この分野については長年甘すぎる対応になっていて，ずっとこれま

でも言ってきているのですが，一向に改善しないところです。国の施策もあまり良くなく，昨

日のニュースでも，分煙を取り入れることに対して補助金を出すという施策を打ち出すとの方

向になってきてしまっています。時代の流れにかなり逆行している気がします。やはり，自民

党の喫煙愛好家の意見がかなり強いものとみられます。なかなか難しい局面にいるかと思いま

す。学会はかなり強力的に働きかけてきており，私も委員として入っている禁煙学術ネットワ

ークという主たる学会が全て加入している団体が，安倍首相や東京オリンピックの開催県に要

望書を出してきております。 

この件については，非常に重要なところで，昨日も別の会議で申し上げましたが，国が健康
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増進法を改正すれば大きく変化することは間違いないのですが，なかなか上手くいきそうにあ

りません。宮城県が独自に行っていくべきかと思いますが，がん対策推進計画に記載しても実

効性が担保されませんので，条例にでもしない限りは，難しいかなと思います。 

骨子案でも，目標は国と同じに設定し高く設定しているのですが，なかなか達成できないの

で，６年後も一番低い評価になるのではないかと思います。 

「みやぎ２１健康プラン」等，がんとは別の会議で，喫煙対策の議論というのはあるのでし

ょうか。 

 

（岡本課長） 

健康増進法に基づく「みやぎ２１健康プラン」では，現時点では１０年計画で，平成３４年

までの計画となっております。今年中間年として，目標値の見直しを行っており，親協議会と

ワーキング部会がありますので，当然そちらで議論になっていく案件かと認識しております。 

 

（石岡部会長） 

第２期県計画も，国の目標とは揃えているのですよね。なので，目標を低くしているわけで

は決してありません。設定した目標を達成するためのアクションという点では，なかなか実施

できていないという状況かと思います。 

先ほど，吉田委員からファミリーレストランの全面禁煙について御意見をいただきましたが，

そのようなことはやはり，条例で定めないと実効性がないかと思いますので，計画においては，

飲食店を特定せず，公共の場における全面禁煙というような記載方法にすべきかと思います。 

 

（渋谷委員） 

ファミリーレストランとか，あまり限定しない方がよろしいかと思います。 

 

（石岡部会長） 

そうですね。そうすると，取組の方向性のあたりに，何かしらの文言を記載していくべきか

と思いますが，県として踏み込んだ記載というのは可能でしょうか。 

 

（吉田委員） 

取組の方向性のところで，飲食店に関する記載を追加することは可能でしょうか。 

 

（石岡部会長） 

取組のところに何も記載しなければ，改善もしませんので，飲食店の全面禁煙を推進すると

記載しますか。 

 

 

（事務局） 

みやぎ２１健康プランを担当しております。現在，たばこ対策については，各会議，横並び

で進めているところでありますが，県としては健康増進法の改正を注視していくということで，
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やはり，取り締まりの強化という点については，法の中でどのように位置づけられるかになる

かと思います。また，宮城県受動喫煙防止ガイドラインについてはまだまだ普及が十分でない

という指摘をいただいておりますが，登録制度を設け，自主的に建物内全面禁煙と敷地内全面

禁煙に努めていただく施設を増やしており，現在約１，０００施設ほどになっております。毎

月増やしていくようにしておりますが，御指摘のとおり，飲食店の登録がなかなか進まないと

いう現状になっております。登録が進んでいる施設としては，働き盛りの方の健康づくりなど

も保険者が熱心に実施していることもあり，事業所となっております。事業所のような１日一

番長く受動喫煙の害にさらされる施設については，登録している１，０００施設のうち，約半

数を占めており，各施設でかなり頑張って取組を始められております。こういった中での禁煙

の必要性であったり，受動喫煙にさらされないような取組というのが進んできております。 

しかし，飲食店に関しては難航しており，取り締まりの強化について，国の方でも秋の国会

に改正案を提出する方針のようですので，国の動きを注視しながら進めて参りたいと思います。 

 

（石岡部会長） 

本来であれば神奈川県のように条例で取り締まるということを実施していただきたいのです

が，国の方でも法的に取り締まるというのが難しい状況です。 

しかしやはり，自主的に禁煙を実施しているお店に対して宮城県のステッカーを貼ることが

できるような，そのような取組であればできるかと思うのですが，いかがでしょうか。 

 

（岡本課長） 

現在も，飲食店を含め，手挙げ方式で，建物内禁煙と敷地内禁煙を実施する施設にステッカ

ーを配付しております。そしてそれを，建物の見えるところに貼っていただくようなシステム

にはしておりますが，飲食店で手挙げしてくれる施設が少ないので，目に付かないとうことは

あるかと思います。 

先ほど担当も申し上げましたが，９月の臨時国会に健康増進法の改正が出るか出ないかとい

うところでございます。もう２０２０年の東京オリンピックには間に合わないと言われており

ますが，中間案を作成するまでは，何らかの国の動きもあるでしょうから，その動きも踏まえ

ながら，どのような記載にするのかを検討させていただければと思います。 

 

（石岡部会長） 

骨子案については，まだ確定ではありませんので，少し保留にしたいと思います。 

このような件もありますので，先に議論したとおり，ある区切りの年に計画の見直しができ

るようにしておいた方がよろしいかと思います。 

全体を通して，渋谷委員はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

そして，参考指標に関する「増加」という文言について，一部しか議論しませんでしたが，

他にも数値目標というのはあるかと思いますので，そのような点については，単なる増加目標

とせずに，全国の指標との比較ということにしていただけたらと思います。第２期県計画にお

ける年齢調整死亡率についてはそのような考え方になっていたかと思いますので，それと同様

にしてください。第２期県計画の評価のところでも議論になったところですので，評価の軸と
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いうのをはっきりさせておいた方がよろしいかと思います。 

それではよろしいいでしょうか。 

 

（丹田委員） 

資料２－２の４９頁，「第５章 計画推進のための役割」についてですが，宮城県がん診療連

携協議会というのがここに記載されているべきかと思います。今の記載ですと各がん診療連携

拠点病院がバラバラというような印象を持ちます。骨子案の中にも，がん診療連携協議会と連

携し，というような文言も記載されておりますので，第５章にも入れるべきかと思います。 

 

（石岡部会長） 

４９頁の「（１）医療機関」の「①がん診療連携拠点病院」の中に記載しても良いかもしれま

せん。がん診療連携拠点病院は国から指定されたオフィシャルな機関ですが，がん診療連携協

議会は任意団体という扱いでよろしいでしょうか。何かに規定されておりましたか。 

 

（事務局） 

本日参考資料８にお付けしております，がん診療連携拠点病院の整備指針に規定されていま

す。都道府県拠点病院の指定要件の 1 つに，がん診療連携協議会を設置する，と規定されてお

りますので，公的なものと捉えております。 

 

（石岡部会長） 

宮城県の組織というわけではないですよね。というのも，都道府県がん診療連携拠点病院連

絡協議会は正式に厚生労働省の組織として１年くらい前から位置づけられておりますので，そ

の違いを確認しました。宮城県のがん診療連携協議会というのは，県の組織ではなく，あくま

でも拠点病院の中の協議会ということになります。なので，がん診療連携拠点病院の中にがん

診療連携協議会という言葉を入れるのが適切ではないかと思います。 

よろしいでしょうか。 

それでは最後に，がんゲノム医療について補足があります。先ほど呉先生からも説明があり

ましたが，現在，東北大学では，これでも少し遅れているくらいですが，がんゲノム医療を推

進することを大きく打ち出し，マスコミ等にも報道されております。がん個別化医療を実施す

るということで，個別化医療センターを設置し，私もそこのセンター長を担っておりますが，

がん以外の生活習慣病や難病も含めて推進していこうということと，話が段々と大きくなって

いって，東北大学の学際重点研究拠点として，東北大学のプロジェクトになっております。更

に，この７月に東北大学が指定国立大学になり，一般の国立大学ではなくなりました。東京大

学，京都大学，東北大学の３大学が指定されておりますが，東北大学では４つの柱を打ち出し，

一つは工学部で兼ねてから実績のある「材料科学」，二つ目も工学系で「スピントロニクス」，

三つ目「災害科学」，そして「未来型医療開発」になります。未来型医療開発に関して，特にこ

の個別化医療を推進するということなり，東北大学の個別化医療センターは，東北大学のメデ

ィカルメガバンク機構とタイアップし，加齢医学研究所，歯学系研究科，医学系研究科，薬学

研究科，そして AI等を担う情報科学研究科等が大きく連携をし，国のプロジェクトとして，文
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部科学省の指定国立大学に指定されたということです。東北大学の４つの大きな柱の 1 つとし

て，個別化医療を推進することとなりました。これからどんどん，メディアとか，先ほども出

ました，拠点病院へ個別化医療を普及するという話について，がんの政策としては，もちろん

ここが先ですが，東北大学としては宮城県全体，ひいては東北地方への普及を進めていきたい

と考えております。なので，先ほどのがんゲノムの個別目標について，拠点病院以外の医療機

関に関する記載を追加していただいても良いのではないかと考えました。 

 

（丹田委員） 

がんゲノム医療と言ったときに，報道等で言われているからわかるかもしれませんが，一般

の方から見て，この計画を見た時にイメージしにくいのではないかと思いますので，がんゲノ

ムの分野の下の方にでも注釈等を入れた方が親切ではないかと思いますがいかがでしょうか。 

 

（石岡部会長） 

国の方もがんゲノムという言葉で計画案に記載しておりますし，国や国会の様々な書類にも

がんゲノムという文言が至る所に記載されておりますので，記載しなくても良いのではないか

と思います。しかし，普及啓発においては，当然，がんゲノムとは何か，ということを周知す

る必要があると思います。 

 

（中保委員） 

呉先生の作成された資料には，大変わかりやすく記載されております。 

 

（事務局） 

解説が必要な用語については，今後，用語解説を設けますので，そちらで記載していこうか

と思います。文末か囲み記事で記載したいと思います。 

 

（石岡部会長） 

そのような対応でよろしくお願いします。 

あとはよろしいでしょうか。 

それでは，吉田委員より，患者会アンケート調査結果についてお話いただきます。 

 

（吉田委員） 

それでは，資料４について説明します。 

宮城県のがん患者会のネットワークを通じて実施した，アンケート調査の報告書がまとまり

ましたので報告いたします。 

まず，１頁ですが，「４．がんの診断からの治療経過について」ということで，がんと診断さ

れて，治療が開始されるまでに，自分が悩んだ際に相談するところがあるかどうか，医師から

しっかりと説明されたかどうか，そのようなことがとても気になっており調査しました。そし

て「５．がんの診断・治療による経済的問題や経済状況について」，「６．がんの診断・治療と

仕事の関係について」，「７．がん相談支援センターの利用状況について」ということで，がん
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相談支援センターの役割を知っているか，その役割を果たしているか，利用状況はどうか，と

いうことが知りたいと思いました。そして「８．『ピアサポート』について」，「９．がん患者会・

サロンについて」を調査しました。 

２頁を御覧下さい，現在，がん患者会・サロンネットワークみやぎには２５団体が加入して

おりますが，当時は２４団体でしたので，２４団体の窓口を通して配付しました。配付数が５

３２で，回収数が５３％の２８３で，有効回答数が５１％の２７０でした。 

３頁を御覧下さい。調査結果の概要ですが，私たち患者会のサバイバーを対象に調査したと

いう制約があり，全体を通して９３％が女性であったことと，サバイバーの方が多かったとい

うことが注意点としてあります。そして，女性のがんである乳腺が多かったということがあり

ます。 

結果としては，とても良い評価になりました。 

例えば，がん治療の診断からの治療経過について，改善の余地はあるものの，納得がいくと

回答している方，セカンドオピニオンに関しても，１２％の患者が受けておりますが，医師か

らのセカンドオピニオンの説明があったと回答した方は約２割で，全国の調査と比較するとや

や良い結果になりました。そのような意味で，最初にお話ししたとおり，患者会のネットワー

クを窓口にしたので，比較的サバイバーで元気にされている患者の方，そして治療や経過が良

好であった方が多いということで，このような結果が出ているかと思います。 

そして４頁ですが，働いている方も多く，サバイバーで経済的な問題もあまりなかったとい

うことや，がんの診断・治療と仕事の関係についても，再就職の希望があり実現できていない

患者の割合が１割程度ということを見ると，比較的恵まれた患者さんが多かったのかなと思い

ます。４頁の真ん中に，がん相談支援センターの利用状況があります。こちらについても，こ

のアンケートに答えて下さった方の３割ががん相談支援センターを利用したということで，全

国平均の７％という利用率と比較すると，３割の利用率というのは非常に高いのですが，これ

も，回答者が限定されていたことを鑑みるとあまり比較にならないのではないか感じておりま

す。しかし，がん相談支援センターを利用された方で，役に立ったと回答されている方が多か

ったので，今後もがん相談支援センターの利用について広報をしていく必要があると感じてお

ります。 

そして，私たちが一番知りたかったピアサポートの活動については，患者会の窓口を通して

調査を行っておりますので，ピアサポートの意味を知っていると回答された方や，実施に活動

したと回答された方が多かったです。また，どういった点で，ピアサポートに相談して良かっ

たのかという点で，自分と同じがんの種類の患者さんの体験談を聞きたいと思うと回答した患

者が多かく，そういう意味で，希望している方が多いということがわかりました。 

全国的にはこのような数値は結果として表れてこないと思いますが，これから私たちがどう

やってピアサポート活動をがん相談支援センターやがん診療連携拠点病院の中で展開指定った

ら良いのかというのが課題です。そのようなところを，県の方にも要望しながら，これからも

活動して参りたいなと思います。 

これだけのアンケート調査を実施しましたが，他県との比較という意味では，あまり意味を

なしませんが，これから患者会として何ができるのかということを考え取り組んで参りたいと

思います。ありがとうございました。 
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（石岡部会長） 

吉田委員，ありがとうございました。 

このアンケート調査の対象というのは，がん患者会・サロンネットワークみやぎに団体に所

属する方なので，所属されていない方との比較をするには，例えば東北大学病院等で同じよう

な調査を行えば，比較が可能ではないかと思います。 

 

（吉田委員） 

最初，がん診療連携拠点病院に依頼しようかとも考えましたが，なかなか組織的に難しいと

ころがありました。東北大学病院で倫理審査委員会で審査していただいたのですが，積極的に

東北大学病院としてこれに取り組むということは難しいとのことで患者会を通して実施しまし

た。 

 

（石岡部会長） 

看護師さん等の協力を得られなかったということでしょうか。 

倫理審査委員会で承認されたということでしたが，実施主体は誰になっているのでしょうか。 

吉田委員が代表になっているのでしょうか。 

 

（吉田委員） 

主体者は私と，事務局は対がん協会になりましたが，配付は患者会を通して実施し，病院に

お願いしたところはなかなか難しいということでした。 

 

（石岡部会長） 

我々もよく，学外のアンケート調査に協力するということはありますので，東北大学病院の

職員がいなくてもアンケート調査に協力することは可能かと思います。なので，協力者がいな

いということだったのではないでしょうか。このアンケート調査の詳細やどなたに頼んだかで

はわかりませんが，特に差し障りがあるとは思えませんので，協力はできるのではないかと思

います。 

 

（吉田委員） 

東北大学大学院医学部看護学科教授の宮下光令先生から患者会に郵送していただきました。 

 

（石岡部会長） 

東北大学病院に協力者がいれば，東北大学病院の患者を対象とし調査を行うというのは可能

かと思います。 

 

（吉田委員） 

我々も最初，県内２０施設のがん相談窓口にお願いしようかと考えました。しかし，時間も

要しましてなかなか難しく実施できませんでした。このため，実施しやすい患者会を通して実
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施したという経緯もあります。 

がん診療連携協議会の中に患者相談部会がありますので，そこで実施となると各施設も協力

しやすいのかもしれません。 

 

（石岡部会長） 

せっかくのアンケート調査ですので，是非御検討ください。 

 

（丹田委員） 

発表の予定はないのでしょうか。学会であるとか雑誌に投稿するとかそのような予定はあり

ませんか。 

しかし，これではバイアスがかかりすぎて出せないのでしょうか。 

 

（吉田委員） 

宮下先生の方からは，学生の方が韓国で行われる学会でこちらの調査を発表すると伺ってお

ります。 

 

（石岡部会長） 

貴重なご報告ありがとうございました。 

それでは，以上の御意見を踏まえた上で中間案を作成し，次回の第３回ワーキング部会では，

第３期宮城県がん対策推進計画中間（案）について審議して参りたいと思います。全ての議事

が終了しましたので，進行を事務局に戻します。 

 

（事務局） 

   委員の皆様，御審議大変ありがとうございました。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。大変ありがとうございました。 


