
第２期宮城県がん対策推進計画（中間案）に対する 

意見の募集（パブリックコメント）の結果 

 

 

○意見募集期間：平成 24年 12月 7日（金）～平成 25年 1月 7日（月） 

○意見提出者数：21人，2団体 

○主な意見の概要 

第２章 がんを取り巻く現状 

・石巻，登米，気仙沼医療圏を統合することについて，メリットが感じられない。 

第３章 目指す宮城のすがた 

・小児へのがん対策の充実を求める。 

・小児がん対策に患者やその家族の声を取り入れてほしい。 

第４章 具体的な取組 

がんの予防 

（たばこ） 

・たばこは嗜好品，喫煙は個人の自由，数値目標の設定は行き過ぎ又は不要。 

・公共施設だけでなく民間施設まで受動喫煙の数値目標を設定するのは行き過ぎ。 

・飲食店への数値目標設定は商売妨害。 

・今回の計画はたばこを狙い撃ちしたもので，たばこ店の生活を壊すプラン。 

・県の計画は国の計画以上に厳しい数値目標を設定している。禁煙推進派の思惑が強く働

いている。 

・たばことがんの因果関係について疑問，アメリカや日本のデータも信頼できない。 

・県及び市町村にはたばこ税が入り，大きな財源となっていることを考慮すべき。 

・宮城県は喫煙率が高く，肺がん等の罹患率も悪い。中間案の対策は生ぬるい。 

がん医療と 

緩和ケア 

・取組の方向性が具体性に欠け，評価指標も不明確。 

・当該参考指標では目標の評価はできない。 

・医科歯科連携やがん医療に専門的に携わる歯科医師等の記載の追加を求める。 

・医療従事者の育成及び確保の個別目標は不適当。 

情報提供と 

相談支援 

・参考指標の目標値を具体的に設定すべき。 

小児がん ・参考指標が不適切。 

がん研究 ・がん予防の効果は全国と大きな違いはない。県は科学でなく政策（医療圏格差）を研究

する必要がある。 

・臨床研究や治験への支援強化，取組推進を求める。 
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第２章 がんを取り巻く現状 

 

No 御意見の概要 県の考え 

1 P15「3 がん医療の現状」医療圏の統合 

・震災の影響で陸の孤島化が進んだ。気仙沼から石巻

日赤に通院となれば，仙台経由（汽車利用）となり，

時間もお金もかかる。 

・平等であるべき治療を受ける機会が減る又は受けら

れない状況が作られていく。統合のメリットを感じら

れない。死ねと言われているようなもの。 

 

・医療圏の再編については，宮城県地域医療計

画策定懇話会での協議，医療審議会での審議・

答申を経て，県が決定します（所管：医療整備

課）。 

・「がん対策推進計画」における医療圏の記述

は「地域医療計画」に準拠します。 

 

  



第３章 目指す宮城のすがた 

 

No 御意見の概要 県の考え 

1 「小児へのがん対策の充実」 

・成人も児童も地域の一員，生活者としての理念に立

つのは当たり前であり，悪性腫瘍を持つ要援護者も社

会復帰した人も健常者も全て対象にしたがん対策で

あり，援護する対策である。 

・地域で暮らす人や医療福祉施設利用者も地域生活者

として心のつながりが持てる包括的な生活環境の取

組の地域対策であるし，医療と福祉の包括体制が支援

の実現につながると考える。 

・支援の基盤として，１次予防としての啓発，健康福

祉教育から２次予防の個別的ケアとグループケアの

実践，そして３次予防としてリハビリ，相談支援，社

会参加支援までトータルサポートの環境改善サービ

スを図る対策推進を保健医療専門者，福祉支援専門

者，行政，要援護者とその家族，一般住民を含めた取

組体制を図る。 

 

・小児がん拠点病院とその連携病院，地域の医

療機関等とともに，患者やその家族を支える取

組を支援していきます。 

2 「小児がん対策への要望」 

・宮城県がん対策推進協議会への患者家族の参加をお

願いする。 

・小児がん対策に係る検討会や意見交換会に患者家族

の声を取り入れてほしい。 

・県内の小児がん患者や家族（治療中，治療後，亡く

された方）の現況把握調査をしてほしい。 

・小児慢性特定疾患治療研究事業の申請時に患者家族

に当会を紹介してほしい。 

・今後当会が企画する勉強会，講演会等に県担当者に

出席してほしい。 

・次期委嘱手続に際し考慮します。 

 

・現時点では，県がそのような会を立ち上げる

予定はありません。 

・小児がん拠点病院等と連携し，患者や家族を

支える取組を検討します。 

・患者会情報をお求めの方にはお知らせできる

と考えます。 

・患者会が主催する行事に全て出席するわけで

はありませんが，御案内いただければ検討しま

す。 

3 P20 下から二段落目 

・「…専門的医療従事者の養成と医科歯科医療連携を

はじめとした多職種によるチーム医療…」 

P22 最後の段落 

・「…医療従事者間の連携と補完を重視した医科歯科

医療連携をはじめとした多職種でのチーム医療…」 

 

・「多職種による（での）チーム医療」には多

数の職種が含まれており，特に「医科歯科医療

連携」を例示する必要はないと考えます。 

 

  



第４章 具体的な取組 

【がんの予防（たばこ関係）】 

No 御意見の概要 県の考え 

1 ・喫煙率 25.5％を 12％にする目標の根拠は何か。国

の目標に右倣えの姿勢が疑問。 

・喫煙とがんの関係をみると，男性の喫煙率は 45年

間で半減したが，肺がんは 7,8倍になっている。 

・たばこは大人の嗜好品であり，行政が個人の嗜好に

介入するのは時代錯誤の独裁政治すら想起させる。 

→再考願う。 

・国の「がん対策推進基本計画」を基本としな

がら，外部の有識者からなる協議会において御

審議いただき目標が設定されていますが，個人

の選択に県が介入し，禁煙を希望しない人にま

で禁煙を強制するものではありません。 

2 ・飲食店に勤務，職場は喫煙席と禁煙席に分けて営業

している。公共施設だけでなく飲食店まで数値目標を

設定するのは商売妨害ではないか。当店のように経営

者が判断して共生するよう配慮している。 

・行政の介入は不要。行政は中立が基本ではないか。 

→再考を求む。 

・国の「がん対策推進基本計画」を基本としな

がら，外部の有識者からなる協議会において御

審議いただき目標が設定されていますが，飲食

店等に対する規制導入を意図したものではな

く，あくまで受動喫煙の機会を減らすことを目

標としています。 

3 ・たばこは嗜好品，喫煙は個人の自由であり，目標値

を設定する必要はない。 

・喫煙者は有無を言わさず税金を納めさせられている

のだからもう尐し大事にしたらどうか。気の毒だ。 

・たばこに対しここまでするなら，アルコールに対し

ても同様の対応をしたらどうか。がんとは関係ないが

飲酒運転等も減尐する。 

・喫煙だけでがんになるわけではないのだから，バラ

ンスのとれた計画となるよう検討すべき。 

・No.1に同じ。 

 

 

 

 

 

 

・喫煙対策以外にも，がん検診受診率の向上な

ど様々な対策を含む内容となっています。 

4 ・県の計画は，国の計画以上に厳しい数値目標を設定

している。 

・たばこは国が認めた嗜好品であり，楽しんで吸う大

人に禁煙するよう誘導することはいけない。 

・国と似合いの数値目標ではだめなのか再検討を求

む。 

・No.1に同じ。 

 

5 ・たばこは嗜好品であり，吸うか吸わないかは個人の

責任で選択するもの。個人の自由を束縛する数値目標

を設定することは許されない。 

→数値目標を設定しないよう願う。 

・No.1に同じ。 

 

6 ・家庭，職場，飲食店など民間施設まで行政が規制す

るのは行き過ぎであり，目標設定はやめてほしい。 

・No.2に同じ。 

7 ・たばこは大人の嗜好品であり，喫煙するかしないか

は大人の責任で選択すべきで，喫煙率減尐の目標設定

はやりすぎ。 

・吸う人と吸わない人が共存できる社会づくりを考え

るべき。 

・No.1に同じ。 

 

8 ・たばこの問題はマナーの悪さ。マナーを守って喫煙

している人まで喫煙できない環境をつくることは問

・No.1に同じ。 



題。 

・医者，教育関係者等たばこ排除に近いメンバーで検

討しているが，喫煙者の置かれた立場を理解して計画

を作成してほしい。 

9 ・たばこ＝肺がんと決めつけた計画だ。排気ガス，粉

じん，飲食店換気口の異臭等はたばこ以上に不快であ

り，これらも盛り込んだ計画としてほしい。 

・喫煙とがん罹患及び死亡の因果関係を示す多

数の報告（米国公衆衛生総監報告など）がある

と言われています。 

10 ・自発的禁煙希望者を 50％以上に増加することを目

指し取組を強化するとあるが，希望しない人まで禁煙

させる取組としないように。 

・たばこ店は街の案内人，子どもの被害防止の駆け込

み店として社会貢献している。未成年者喫煙防止，街

美化，喫煙マナーの問題はあるが，業界として精一杯

努力している。 

→理解ある対応を願う。 

・No.1に同じ。 

11 ・喫煙率の目標数値 12％の根拠は何か。一見国と同

じ数字なので見過ごしそうだが，国の算出根拠とは違

う。単に国との数字あわせか。客観性のない数字だ。 

・自発的禁煙希望者割合を 50％以上とするためだけ

であり，禁煙推進派の思惑が強く働いていると感じ

る。 

→もう一度広く意見を聞き公正な判断を願う。 

・国の目標値は「現況の喫煙率 19.5％×（100％

－禁煙希望者割合 37.6％）」で 12％に設定され

ています。 

・県の計画では，本県の喫煙率が全国的に高い

ことなどを踏まえ「現況の喫煙率 25.5％×

（100％－自発的禁煙希望率 50.0％）」で 12％

（端数切り捨て）を目標値としました。禁煙希

望者割合 43.1％が 50％以上に増加するよう取

り組むことを織り込んで算出したものです。 

12 ・がんの原因としてたばこ以外には考えられないの

か。たばこが 100％原因であることを証明した医学者

がいるのか。アメリカのデータを鵜呑みにしているの

ではないか，日本で使用しているデータはまやかしで

はないのか等疑問がある。 

・たばこを好んで吸っている人，売って生計を立てて

いる者をこれ以上いじめないでほしい。 

・No.9に同じ。 

 

 

 

 

・No.1に同じ。 

13 ・たばこの 63％が税金，悪い商品と言って税金を取

るのはおかしい。県には約 57億円，市町村には 175

億円以上のたばこ税が入り，大きな財源となっている

はず。→考慮して計画すべき。 

 

・県及び市町村財政への貢献は十分認識してい

ます。 

・No.1に同じ。 

14 ・今回の計画はたばこを狙い撃ちした計画で，我々た

ばこ店の生活を壊すプランであり，断固反対だ。 

・No.3に同じ。 

15 P28【取組の方向性】二，三段落目 

・宮城県は全国的に喫煙率が高く，肺がん等の罹患状

況も悪い。喫煙の健康影響の知識普及は効果が上がっ

ていない。中間案のような生ぬるい対策では肺がんの

減尐は難しい。県の重点施策として「肺がん患者を作

らない社会環境整備」を強く打ち出してはどうか。 

・喫煙は親から子へ家庭内で負の連鎖が多いので，小

 

・「第２次みやぎ２１健康プラン」に基づく施

策等と連携し，喫煙の健康影響に関する知識の

普及に努めます。 

・喫煙をやめたい方の禁煙を支援する取組を行

います。 

・子どもに対する教育に試行的に取り組む予定



中高の保護者対象の喫煙教育を徹底して行うため教

育委員会との連携強化を願う。教育の場を「親の教育」

にも活用してほしい。 

であり，親への波及効果も視野に取り組んでい

きます。 

 

  



第４章 具体的な取組 

【がん医療と緩和ケア（各療法の充実とチーム医療の推進）】 

No 御意見の概要 県の考え 

1 P37【取組の方向性】一，二段落目 

・体制整備の具体的方法や評価指標の記載がない。 

P38二段落目 

・体制強化の具体的方法や評価指標の記載がない。 

P38三段落目 

・取組推進の具体的方法や評価指標の記載がない。 

・「がん医療の質」の意味が不明確。 

P39【個別目標】 

・当該指標では【取組の方向性】に掲げられた事項は

評価できない。 

 

・適当な評価指標を見い出せず，参考指標と位

置づけています。国のがん対策推進協議会で協

議される評価指標などを参考にし，検討してい

きます。 

・また，施策の具体化に当たっては，関係者と

協議をしながら進めてまいります。 

2 P37【取組の方向性】一段落目 

・リーフレットの充実を図る上では重要な内容だが，

インフォームドコンセントに焦点を当てる場合は，現

在の問題点を挙げ，リーフレットの意義を明確に示す

べき。 

・がん看護体制の具体的な評価指標の明記が必要。近

年短期入院により外来受診患者数が増加している。外

来看護師の人的な問題だけでなく専門性も求められ

ており急務な課題である。 

 

・インフォームドコンセントの問題点は【現状

と課題】に記述しています。 

3 P38 一段落目 

・後に「また，医科歯科連携における口腔ケアの推進

のため，歯科医師，歯科衛生士との連携を強化する必

要があります。」を追加。 

P38【化学療法の推進】 

・「…がん薬物療法認定薬剤師，医科歯科連携講習会

受講歯科医師など専門性の高い人材…」 

 

 

 

P38 下から二段落目 

・「…口腔機能・口腔衛生管理を専門とする歯科医師

…」 

P39表の歯科医師 

・現況の 187.18人について，口腔ケアなどがん医療

に専門的に携わる歯科医師か否かの分別不能。 

 

・口腔ケアなど例を挙げ職種間連携推進を記述

していますので，改めて歯科医師・歯科衛生士

との連携のみ追加する必要はないと考えます。 

 

・認定制度と講習受講を並列し，「専門性の高

い人材」につなげるのは無理があると考えま

す。 

・3行目の「多職種で構成された化学療法チー

ム」の前に「口腔ケアを専門とする歯科医師を

含めた」を追加します。 

・御意見のとおり追加します。 

 

 

・がん医療に専門的に携わる歯科医師以外の歯

科医師を含みますので，注記します。 

4 P37【現状と課題】二段落目から最後まで 

・「拠点病院を中心に…」というが，拠点病院以外の

医療体制整備は遅れていて施設間格差が大きいので

はないか。 

・がん患者全てが拠点病院で治療を受けるわけではな

い。「どこの地域に住んでいても十分な医療が受けら

 

・第１期計画では拠点病院を中心としたがん医

療の均てん化に取り組みましたが，医療資源の

偏在等により達成できなかった部分もありま

す。 

 



れる」がん医療の質の均てん化は第１期計画に盛り込

まれても達成できなかった。 

・拠点病院の指定を受けていないが乳がん，肺がん，

胃がん等を重点的に治療している専門病院のような

機能を持った病院が点在しているが，病院間連携や在

宅支援，相談支援機能など十分でないところが多く，

全体の底上げにつながっていない。 

・第２期計画では「拠点病院の強化」だけでなく，が

ん治療を行う全ての医療機関の機能強化と連携強化

を強く打ち出すべき。 

P38【化学療法の推進】 

・「外来化学療法加算」を届け出ている病院に対し体

制充実を図るよう補助金等を活用してほしい。 

・県内に 30ヶ所ある病院の外来化学療法室の充実を

求む。 

・専門性の高いスタッフの養成方法や実施機関の明

示，養成数の目標値を設定してはどうか。 

P39【個別目標】 

・７拠点病院だけでなく県内の病院全体で目標設定す

べき。 

 

 

・当該病院の考え方もあるので難しいところで

すが，相談支援機能など拠点病院以外の病院と

の連携も視野に活動しました。 

 

 

・拠点病院を中心に機能強化や連携強化を図っ

ていきます。 

 

 

・活用可能な補助金等はありません。 

 

 

 

・職種別の目標は設定しませんが，P41で H24

年の全国平均と同水準とする目標を設定しま

した。 

・先ずは拠点病院における体制整備を目標とし

ました。 

 

  



第４章 具体的な取組 

【がん医療と緩和ケア（医療従事者の育成・確保）】 

No 御意見の概要 県の考え 

1 P41【個別目標】 

・がんプロや学会の活動により自然に増えるのだか

ら，H24年の全国平均を目標にするのは不適当。【取

組の方向性】を達成するため必要な数を試算し，目標

値を設定する必要がある。 

 

・医療従事者が西高東低で偏在している現状を

踏まえ設定したものです。 

2 P41【個別目標】 

・H24全国平均を指標にするのは不適当，H29全国平

均と同水準にすべき。 

・特に不足している専門従事者の目標値を設定できれ

ばなお良い。 

 

・医療従事者が西高東低で偏在している現状を

踏まえると，一足飛びに同年の全国平均を目標

とするのは厳しいと考えます。 

3 P40～41 

・個別目標で「医療従事者数を全国平均と同水準とす

る」とあるが，数を増やしても質が低いなら無意味。

具体的な計画内容もなく果たして取り組めるのか。 

・取組の方向性で「医療従事者が研修を受けやすい環

境の整備」とあるが，医療者が仙台圏へ集中する原因

はキャリアアップ志向があり，その背景には仕事への

満足度が関わり，満足度には職場風土の影響が一番大

きい。職場風土の改善や医療者の意識改革がまず必

要。 

 

・学会や認定機構等が認定主体であり，質は担

保されていると考えます。 

4 P41【取組の方向性】一段落目 

・「…がん専門の医師，薬剤師，看護師，歯科医師等

を養成します。」 

・「…がん専門の医師，薬剤師，看護師，歯科医師等

を養成します。」 

 

 

・「がんを専門とする医療従事者」に修正しま

す。 

・同上 

5 P41【取組の方向性】 

・業務を中断し専門的な研修や勉強を受けるための休

業補償を強化してほしい。 

・県独自の「医療者育成奨学資金」（貸し付けでなく

提供）の仕組みをつくらないと，旗振りだけでは人材

は育たない。 

 

 

 

・県独自に給付型奨学金を設けることは，財政

的に難しいものの，関係機関の御協力をいただ

きながら育成には努めていきます。 

 

  



第４章 具体的な取組 

【がん医療と緩和ケア（緩和ケアの推進）】 

No 御意見の概要 県の考え 

1 P42【取組の方向性】一段落目 

・体制整備の具体的方法や評価指標の記載がない。 

P42 二段落目 

・体制整備の具体的方法や評価指標の記載がない。 

・カウンセリング料の施設基準届出医療機関数では成

果に結びつく保証がない。せめて算定件数でないと指

標にならない。相談支援の件数も重要。アクセスは別

の指標が必要。 

P43 一段落目 

・体制整備の具体的方法や評価指標の記載がない。 

・適正配置の意味が不明確。 

・緩和ケアチームは基準を満たさない名ばかりのチー

ムの存在が問題。県は基準遵守の監査をするべき。 

・緩和ケア診療加算はチームの良い指標。宮城県は全

国的に遅れている。緩和ケア外来の件数の評価も重

要。 

P43 二段落目 

・体制整備の具体的方法や評価指標の記載がない。 

・地域緩和ケアネットワークの構築が必要。国の

OPTIM研究が参考になるが，人的資源や予算化が必

要。 

P43 三段落目 

・体制整備の具体的方法や評価指標の記載がない。医

療用麻薬消費量だけでは不適当。 

がん性疼痛に関しては厚労科研で施設別指標を作成

しているので，利用してモニタリングするのがよいか

も。 

P43 四段落目 

・国レベルで医師以外への基本的な緩和ケア研修の体

制が検討されているが，それを意図したものなら，対

象職種や目標人数も明確化する必要がある。 

P43 最後の段落 

・普及啓発は予算化が必要だから明確化する必要があ

る。 

P44〔参考指標①〕 

・目標「全ての医療従事者」に対し，指標は「増加」。

１回研修会を実施すれば達成する。５年間の指標には

なり得ない。 

P44〔参考指標②～⑧〕 

・②緩和ケアの質を保証しない。 

・③自然に増える。５年間の指標としては不適切。 

 

・適当な評価指標を見い出せず，参考指標と位

置づけています。国のがん対策推進協議会で協

議される評価指標などを参考にし，検討してい

きます。 

・また，施策の具体化に当たっては，関係者と

協議をしながら進めてまいります。 

 

 

・国の「緩和ケア推進検討会」の中間とりまと

めにおいて，都道府県がん診療拠点病院に緩和

ケアセンターを整備することが提言されまし

た。また，各職種の適正配置，アクセス改善，

教育体制等の議論が行われていますので，議論

の動向を注視しながら，来年度整備見込みの緩

和ケアセンターや宮城県がん診療連携協議会

と連携し，緩和ケア分野の施策を具体化してい

きたいと考えています。 

 



・⑥～⑧緩和ケアの質の向上につながるが不明。算定

件数なら分かるが，それも単なる増加では指標として

の意味はない。 

2 P44 最後の段落 

・具体性に欠ける。方策が医療従事者の連携という一

言でまとめられている。 

・アクセスの指標としては，緩和ケア病棟，外来利用

者の紹介元調査が有用と思われる。 

・カウンセリングの体制作りには県が担当者養成を強

力に支援することを打ち出さないと難しい。 

P43 最初の段落 

・認定資格を取得しても専従になれず，資格を有効に

生かせない人材配置が多い。個人的努力に依存するチ

ームや外来は基盤が不安定。病院の事情に県がどの程

度踏み込めるのか，期待を持たせる表現になっている

ので，頑張ってほしい。 

P43 二段落目 

・患者や家族の意向を最優先していると移行が円滑に

進まないケースもある。 

・急変した患者や医療ニーズの高い要介護者の受入体

制を整備するためのマンパワー負担を誰が担うのか

難題。拠点病院の頑張りだけでは解決しない。 

P43 四段落目 

・１回の研修会だけで精神心理的，社会的苦痛に対応

できるわけではない。県でフォローアップ研修やスキ

ルアップ研修の取組を後押ししてほしい。 

P43 最後の段落 

・特に必要なのは，命が有限であることを中学生くら

いの時期に教育すること。そのための講座を企画，実

践することについて県の協力や宗教関係者の援助が

必要なこともあり得る。 

P44〔参考指標①〕 

・受講者に了解をとっているのだから，緩和ケア研修

会修了者の名簿を県 HPで公開し，県民が医療機関を

選ぶ時の参考になるようにしてほしい。研修会修了者

数の増加につながると思う。 

P44〔参考指標②～⑧〕 

・あくまで参考指標に過ぎない。質の高い緩和ケアが

提供されているかどうかは，実質的に動いているメン

バーの職種数とそれぞれの能力，関与度に依存する。 

 

・国の「緩和ケア推進検討会」の中間とりまと

めにおいて，都道府県がん診療拠点病院に緩和

ケアセンターを整備することが提言されまし

た。また，各職種の適正配置，アクセス改善，

教育体制等の議論が行われていますので，議論

の動向を注視しながら，来年度整備見込みの緩

和ケアセンターや宮城県がん診療連携協議会

と連携し，緩和ケア分野の施策を具体化してい

きたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・子どもへのがん教育に試行的に取り組む予定

ですが，がんをめぐる全体的な話の中で言及す

ることも考えられます。 

 

 

・公開の方法について検討していきます。 

 

 

 

 

・適当な評価指標を見い出せず，参考指標と位

置づけています。国のがん対策推進協議会で協

議される評価指標などを参考にし，検討してい

きます。 

3 P42【取組の方向性】一段落目 

・体制整備の具体的な評価指標の明記が必要。また，

緩和ケアの定義の明確化が必要。 

 

・国のがん対策推進協議会で協議される評価指

標などを参考に検討します。 



4 P42【現状と課題】六段落目 

・「緩和ケアの質を継続的に評価し還元できる体制も

不十分」に関して，医療体制など客観的な評価も大切

だが患者や家族による評価（満足度，疼痛マネジメン

ト評価）をシステムとして構築できたら素晴らしい。 

 

・国のがん対策推進協議会で協議される評価指

標などを参考にし，検討していきます。 

5 P43 一段落目 

・「…臨床心理士，歯科医師・歯科衛生士等の人材を

適正に配置し…」 

 

・緩和ケアでも心のケアの文脈ですので，「歯

科医師・歯科衛生士」を追加する必要はないと

考えます。 

 

  



第４章 具体的な取組 

【がん医療と緩和ケア（医療・介護サービス提供体制の構築）】 

No 御意見の概要 県の考え 

1 P48〔参考指標〕 

・①数だけ増えても意味はない。看取りを行う診療所

数や件数が重要。 

・③数が増えても意味はない。算定数ならまだ分かる。 

・④数が増えても意味はない。 

・⑥全国的に増加傾向にあり，単に増加というのは意

味がない。 

 

・適当な評価指標を見い出せず，参考指標と位

置づけています。国のがん対策推進協議会で協

議される評価指標などを参考にし，検討してい

きます。 

 

2 P45～48 

・参考指標は在宅療養の充実に関する指標だが，今後

は受け皿として高齢者施設に求められる役割は大き

いと考えられる。計画には施設に関する具体的内容が

含まれていないが，高齢者施設での療養，看取りの整

備を検討願う。 

・住み慣れた地域で療養を続けるためには医療者のサ

ポートだけでなく，近所の方の助け，理解が必要だが，

計画には一般市民への啓蒙活動が含まれていない。啓

蒙活動も仙台圏に偏っていないか。検討願う。 

 

・計画における在宅には高齢者施設も含まれて

おります。 

3 P48〔参考指標〕 

・施設数を増やすことでニーズを充足できるとは思わ

ない。在宅看取りには 24時間対応可能な施設が必要。

施設の形態や機能など施設の質について要検討。 

 

・施設基準では在宅療養支援診療所は 24時間

対応が要件なので，施設数の増加は参考指標に

なり得ると考えます。 

4 P46 二段落目 

・後に「また，歯科においても在宅療養支援歯科診療

所を中心にチーム医療や地域医療の中で役割が果た

せるように体制整備を進めています。」を追加。 

 

・本文中に「在宅療養支援歯科診療所」を追加

します。 

 

  



第４章 具体的な取組 

【情報提供と相談支援機能】 

No 御意見の概要 県の考え 

1 P49〔参考指標〕 

・単に相談件数の増加と言っても意味がない。試算す

るべき。 

・県には潜在的需要の掘り起こしと相談支援スタッフ

への支援が求められている。 

P51〔参考指標④〕 

・現在の HP掲載団体数は実在の団体数より尐ないの

ですぐ達成する指標で意味がない。 

・現在のページは見にくい。ユーザーフレンドリーで

新しい情報が更新される情報提供を行う必要がある。 

 

・宮城県がん診療連携協議会等と連携し，活動

を支援します。 

 

 

 

・積極的に広報する意思がなく，行政の関与，

仲介を欲しない団体もあります。出来るだけ紹

介できるよう努めます。 

2 P49〔参考指標〕 

・具体的な相談件数を提示し，また，件数が増えたこ

とで患者，家族がどのように変わったか明確にする必

要がある。 

 

・評価の際に考慮したいと思います。 

3 P49【取組の方向性】 

・拠点病院の機能充実は国の指針でもあり，最低限の

条件。安心できるがん医療のためには，非拠点病院で

あっても相当数の患者受入実績のある病院に対し，同

程度の相談支援機能を持たせられるよう行政の支援

を求める。 

・他都道府県では独自の拠点病院指定制度を使い，診

療機能や患者支援機能の強化に取り組んでいる。７拠

点病院のみに固執していてはがん診療の向上は期待

できない。 

・全体の底上げ，病院間格差是正に積極的に取り組ん

でほしい。 

 

・拠点病院以外でも相談支援機能を有する病院

との連携に取り組んでおり，今後も継続してい

きます。 

 

 

・現在 36都府県が独自の指定制度を有してお

り，国の「がん診療提供体制のあり方に関する

検討会」でも論点の一つとなっています。当該

議論を注視しながら，本県における制度導入の

是非について検討していきます。 

 

  



第４章 具体的な取組 

【小児がん】 

No 御意見の概要 県の考え 

1 P55〔参考指標〕 

・小児がん拠点病院は全国で 10ヶ所程度，もうすぐ

決定するので，指標としては不適切。 

 

・小児がん拠点病院の連携病院が増加すること

は，地域での生活と治療を両立させることにつ

ながると考え，参考指標としました。 

 

 

第４章 具体的な取組 

【がんの教育・普及啓発】 

No 御意見の概要 県の考え 

1 P57〔個別目標〕 

・これまで緩和ケアへの誤解に触れているのに，具体

的な施策の記述がなく，「相談件数の増加」だけでは，

どのような方法で緩和ケアに対する啓発活動をする

のかわからない。緩和ケアに対する啓発活動は重要。 

 

・来年度整備見込みの緩和ケアセンターや宮城

県がん診療連携協議会と連携し，緩和ケア分野

の施策を具体化していきたいと考えています。 

2 P57【取組の方向性】 

・子どもへの教育より大人のがんへの認識を改める方

が先。全県民向けに副読本を配布するような積極的取

組を期待する。 

・がんになってから勉強するのは遅すぎる。健康なう

ちに社会教育が必要であると当事者になって実感し

た。 

 

・引き続き県民に対する普及啓発活動を推進す

るとともに，大学，医療機関，市町村，民間団

体等により実施される普及啓発活動と協働し

ていきます。 

 

 

第４章 具体的な取組 

【がんに関する研究】 

No 御意見の概要 県の考え 

1 ・がん予防の効果は国レベルの試算を県の人口構成や

罹患状況に適用させるだけで，全国と大きな違いはな

いから意味がない。 

・県の政策として必要なのは医療圏格差の検討。科学

ではなく政策を研究する必要がある。 

 

・地域がん登録のデータを活用した研究や県施

策へのフィードバックをメインとしました。 

2 ・がん登録に比重を置いた書きぶりだが，臨床研究に

ついて県内の大学や研究機関での研究充実が必要で

あり，研究成果を臨床現場で活用する取組に県の支援

強化をお願いする。 

・特に新薬や適用外薬の承認に不可欠な治験への積極

的参加を促す取組を推進してほしい。 

・宮城発のがん医療の知見を発信してほしい。 

 

・臨床研究や治験は国，研究機関，医療機関が

行うものと考えており，県としては地域がん登

録のデータを活用した研究や県施策へのフィ

ードバックをメインとしました。 

 

 

 



第５章 計画推進のための役割 

 

No 御意見の概要 県の考え 

1 P60「県の役割」 

・「…医師会・歯科医師会等，検診機関…」 

 

・P61の２（２）の「医師会等」と対応してい

ますので，原文のままとします。 

 

参考資料 

 

No 御意見の概要 県の考え 

1 P78 表④ 

・東北大学の歯科医師 179.8人について，がんと非が

ん対応の分類不能。 

 

・がん医療に専門的に携わる歯科医師以外の歯

科医師を含みますので，注記します。 

 


