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平成２５年度 第２回宮城県がん対策推進協議会会議録 

 

１ 日時：平成２６年２月６日（木）午後３時から午後５時５分まで 

２ 場所：宮城県庁行政庁舎２階 第二入札室 

３ 出席委員（五十音順，敬称略） 

  安藤ひろみ，石岡千加史，大内憲明，太田耕造，呉繁夫，西條茂，斎藤仁子，佐々木

恵寿，渋谷大助，菅原よしえ，瀬戸裕一，髙橋修子，中保利通，中山康子，橋本省，久

道茂，細川亮一 

 

４ 会議録 

 

司会（疾病･感染症対策室） 

 ただ今から，平成２５年度第２回宮城県がん対策推進協議会を開催いたします。 

 本日の会議は，情報公開条例第１９条の規定に基づき公開とさせていただいておりま

す。また，本協議会の議事録につきましては，後日公開させていただきますので御了承を

お願い申し上げます。 

 それでは，会議の開催に当たりまして宮城県保健福祉部次長の佐々木より御挨拶を申し

上げます。 

 

佐々木保健福祉部次長 

 委員の皆様には，大変お忙しいところ本日の会議に御出席いただきまして，感謝申し上

げます。また，日ごろ，本県のがん対策の推進はもとより，保健医療福祉行政全般の推進

にわたり大変御尽力をいただいておりますことを，この場をお借りしまして厚く御礼申し

上げます。 

 皆様既に御承知のとおり，がん対策において重要な資料となる”がんの罹患”などを記

録する「がん登録」につきましては，昨年１２月に「がん登録等の推進に関する法律」が

公布され，国による全国がん登録がようやく実現する運びとなったところであります。 

 また，本年１月には，全国に先駆けて地域がん登録を推進してきた「宮城県新生物レジ

ストリー委員会」が河北文化賞を受賞しており，がん登録を初めとする県のがん対策につ

いて，県民の認知度も高まったのではないかと考えているところであります。 

 現在国の協議会では，がん対策の方向性に関する検討や，がん対策評価指標に関する検

討を行っておりますが，特に方向性の検討では，今後のがん対策に関し，重要と考える視

点や課題を整理し，今後の大きな方向性としては，積極的な治療を終了した患者，働きな

がら治療を行う患者など，すべての患者が尊厳を持った生き方を選択できる社会の構築を

目指していくとしており，今後，個別のテーマを抽出した上で議論を重ねていく予定であ

ると伺っているところです。 

 本県におきましても，昨年３月に策定した「第２期宮城県がん対策推進計画」に基づ

き，関係者の皆様方との情報共有を図りながら，施策の推進等に努めているところであり

ますが，特に重点的に取り組むべき課題としている「働く世代や小児へのがん対策の充

実」「がん教育の推進」等につきまして本日は前回の協議会において御指摘をいただいた
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課題などを踏まえ御協議いただければと思っております。委員の皆様方には，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申し上げまして，開会にあたっての挨拶と

させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

司会 

 それでは，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。ここからの進行につきましては，久道会長にお願いいたします。久道会長ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

久道会長 

 それでは，第２回宮城県がん対策推進協議会を開会します。今日は委員全員が出席で

す。よろしくお願いします。 

 早速協議に入りますが，1 番目，働く世代のがん対策について，事務局から説明をお願

いします。 

 

（資料１－１から資料１－７までについて事務局説明） 

 

久道会長 

 どうもありがとうございました。第一回の協議会で委員の方々からいろいろな注文が出

されて，それに応えて県の方で，かなり詳しい資料を，分析もしていただきました。こう

やってみると，あまり見たことのない資料が，非常に参考になるものがあるようです。罹

患率の比較だとか，受診率についても「ああ，こういう風になっているのか」と初めて分

かるような感じで，非常に重要な資料だと思うのですが，何か皆さんから御質問，御意見

なりあれば，どうぞ。いかがでしょうか。どうぞ。 

 

橋本委員 

 すみません。初っぱなの資料で胃がんの罹患率が出てきましたけれど，胃がんは年々，

最近減っていますよね。おそらくピロリ除菌が寄与していると思うのですが，先日講演会

を企画しましてそこでもそういう話が出ていましたけれども，食塩摂取量とはどのように

関係しているのでしょうか，罹患率と。何かあった気がするのですが，思い出せないの

で。何だったのでしょうか。食塩摂取量を参考までに付したということであれば，何かエ

ビデンスというか理由があって付けているのかなと思ったのですが。渋谷先生がおわかり

になると思うのですが。 

 

久道会長 

 私から言っても良いのだけど。食塩は，胃がんのリスクファクターの一つと昔から言わ

れておりまして，動物実験でも確認されている事項なのですが，食塩と肺がんは全く関係

ないですけれども，胃がんと食塩は疫学的にも，これまでの研究でエビデンスとして認め

られているリスクファクターの一つですね。 
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橋本委員 

 それはピロリ菌を介してではなく，直接のリスクファクターなのですかね。というのも

女性は，長崎県よりも宮城県が食塩摂取量が多いのに，罹患率はずっと低いですよね。 

 

久道会長 

 長崎県は食塩摂取量が少ないですよ。 

 

橋本委員 

 はい。（食塩摂取量は）少ないけれども宮城県よりも長崎県の方が（罹患率は）多いわ

けですよ。男性は長崎県よりも宮城県の方が多いのですが。逆転しているので，男と女で

どう違うのかなというところが私としては素朴な疑問でした。 

 

久道会長 

 長崎県のデータがどの程度なのかわからないですが，いままでのいろいろなデータと動

物実験では，胃がんのリスクファクターとしての食塩は，胃がんの発生機序からいうとプ

ロモーターとしての役割が考えられています。 

 

橋本委員 

 渋谷先生，ピロリ菌とは関係なしですか。 

 

渋谷委員 

 御存じのように疫学的には食塩摂取量と胃がん発生率というのは正の相関があると昔か

ら知られていたわけですが，近年，ヘリコバクター・ピロリ菌と胃がんとの関係がはっき

りしてきました。ピロリ菌未感染者でも０．６パーセント程度の胃がん発生率があります

が，ほとんどは，９９パーセントはピロリ菌感染と関係しています。ですから，ピロリ菌

未感染者では多少塩分を摂取しても胃がんは発生しない。けれども，ピロリ菌感染者は食

塩摂取量が多いほど胃がんの発生率が高くなるということもまた分かっておりますので，

やはり各々別個に関係していると思われます。 

 

橋本委員 

 わかりました。 

 

渋谷委員 

 男性の場合，長崎県の方が食塩摂取量は少ないですよね。 

 

橋本委員 

 ところが，女性は，長崎県の方が罹患率は高いので。たとえば４０歳，５０歳で。その

あたりが食塩摂取量と本当に関係があるかという素朴な疑問でした。 
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渋谷委員 

 それに関してはよくわかりません。わかりませんが，一般的にピロリ菌の感染率には男

女比にさほど差はないですが，胃がんの罹患率はだいたい男性が女性の２．５倍と昔から

言われています。ですから，ピロリ菌感染が原因ではありますが，それが胃がんに発生す

るにはいろいろな性差及び塩分摂取量などが関係するだろうと考えられています。男性の

胃がんが発生しやすいのは，食塩が非常に関係している。女性の場合は，一つは食塩の摂

取量が少ない，外食が少ない，お酒を飲まないなどと。食塩摂取量の違いの原因はよくわ

かりませんが，見かけ上は食塩摂取量が男性ほど関与していないように見えるだけではな

いかと思いますが。 

 

久道会長 

 全年齢でいうと男性の方が女性の２倍ですよ，がん罹患率は。ところが４９歳以下です

と女性の方が多いのですよ。しかも若年性女性のがんの組織を見ると未分化型が多いので

す。未分化型のがんは御存じのとおりピロリ菌とかは関係ないですね。なぜかよくわから

ないけれども，女性についてはよくわからないですね。そういう感じがまだ残っているの

ですよ，胃がんについては。４９歳以下というのはどうもくせ者ですね。 

 

石岡委員 

 今日は就労支援と教育というところが協議事項の一つになっていますので，その視点

で。宮城県は御承知のとおり喫煙率が高い。特に男性の喫煙率が高い所で，肺がんについ

て喫煙率との関係のデータが出ていますが，県の方の注釈として「本県は山形県よりも高

い」などと書いてありますが，一つ私が知りたいのは，全体として喫煙率は肺がんや種々

のがんの発がんと関係がある最重要リスクファクターでありますが，都道府県別喫煙率と

都道府県別肺がん罹患率とが一般的にかなり関係しているというデータがあるのでしょう

か。教えていただきたいのですが，都道府県別喫煙率と都道府県別罹患率のデータとして

あって，喫煙率が高い方が肺がんのエビデンスが高いというデータにちゃんとなっている

のかを知りたいのですが。全体として当然，喫煙率が高い，低いというのはあるのです

が，都道府県別でそういうことが言えるのかどうか。宮城県のがん対策をする上で，就労

支援で事業所等での啓発活動をやる，あるいは初等中等教育で今後禁煙に対する教育をす

る上で，喫煙率が高い，だから我が県では喫煙関連がんの罹患率が高いという説明ができ

るのかどうかというのがかなり重要なポイントだと感じているので質問をしたわけです。 

 

事務局 

 がん罹患率につきまして４県比較させていただいたのは，がん登録の精度の高いところ

で比較させていただきました。全国的にがん登録の精度がそろっていないところでござい

ますので。喫煙率との関係についてエビデンスがあるかどうかということは事務局では調

べてございません。なお，喫煙率の一覧はこちらでも持っております。 

 

久道会長 

 がん登録の精度の高いところで，国際的な「五大陸のがん」統計を提出しているところ
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は１０箇所ぐらいなのです，日本から出せるのは。そういう意味からすると４７都道府県

の罹患率と喫煙率，喫煙率はかなり正確ですが，罹患率と比較する相関関係を地図で表す

までには至っていない。ですから，１０箇所だけでやってみる価値はあると思いますが。

そういうのをやっているはずだね。地域がん登録室に聞いてみるといいですね。なければ

作っておいてくれと頼んではいかがでしょうか。 

 

石岡委員 

 喫煙しても俺はがんにならない，直接関係ないという人がいるので，アウトカムを見せ

ないとなかなか説得力がないかなと，そういう意味でも私は興味があったものですから。

まだ罹患率の精度管理がうまくいかない都道府県との関係で，直接的な都道府県との比較

は難しいということは理解できました。ありがとうございました。 

 

久道会長 

 何かありませんか。 

 

佐々木委員 

 資料１－２のがん検診率なのですが，これは終わりの方にある協会けんぽさんの受診

率，それぞれ数字が出ているのですが，高いのか低いのか，評価はどう見たら良いのか。

個人的にはもうちょっと高くても良いのかなという気がしているのですが。この数字をど

う見たら良いのか。また，協会けんぽさんの方でどのように分析，現状把握されているの

か，わかれば教えていただきたいと思うのですが。 

 

事務局 

 本県のがん対策推進計画では７０パーセントの受診率を目標としていますので，この数

字はまだまだ伸びる余地があるものと思います。また，この数値は初めて協会けんぽ様に

お願いしていただいたデータですので，協会けんぽ様として今後どうするかまだ考えてい

ないと思いますが，県としては，７０パーセントを目指して関係団体と連携して施策を進

めてまいりたいと考えております。 

 

石岡委員 

 検診の受診率と，その中身のサブデータを見せていただいて，大変勉強になるのです

が，この解釈は中々私には難しくて，例えば，具体的にここから言えることは何なのか。

たとえば正規雇用の人と非正規雇用の人が具体的にどういう受診率にあるのかとか。どう

いう対策を講じた方が良いのか。これを我々の方において考えるということだと思うが，

そういった解釈はしているのですか。例えば，山形県では山形大学の講座の教授がどうい

った解釈ができるかといったことを１年以上も前に出していると思うが，宮城県ではそう

いうのを誰かやっているのかを教えてほしい。要するに正規雇用者の方が非正規雇用者よ

りも職場検診率が高いだろうとか，検診率が正規の人が高く非正規の人が低いとか，どの

程度出ているのか。だいたい見れば何となく分かるのですが，どういうふうに見れば解釈

できるのかというものはお持ちなのか。 
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事務局 

 学識的な見解というものは持っておらず，今回はこのような形で並べさせていただいた

というレベルでございます。 

 

久道会長 

 これは誰かにやってもらうしかないのではないか。このグラフからは想定はできるけれ

ども，本当のところはわからないね。 

 

石岡委員 

 （資料１－３で）非雇用者の率も確かに関係あると思うが，登米市を見ると，ほかの所

と非雇用者の率はそんなに変わらないけれども，市町村のがん検診率は高い傾向があるよ

うに見えますので，非雇用者の率が高いということ以外の理由があるのは明らかであると

思う。何か検診に力を入れているのかどうか，そういったところが抽出されないとこれか

ら我々がどういうふうに考えていくのかに生かされないと思う。 

 

久道会長 

 誰にやってもらえばいいかな。 

 

事務局 

 登米市がなぜ高いかということについては，こちらで聞き取りを行い，資料にすること

は可能かと思われます。また，非正規雇用と検診率の関係については，いずれ県民健康・

栄養調査が平成２６年度に予定されておりまして，その際に雇用形態も併せて尋ねる予定

になっていると聞いておりますので，それらのクロス集計はいずれできるようになると思

いますので，その時に分析ができればと考えております。 

 

久道会長 

 そうだね。高い所に聞くのがいいですね。おたくの町は（検診率）が高くて協議会で関

心を持たれたのですがどうしてですかと尋ねれば答えてくれますね。低いところに聞くの

が良いのですが，本当はね。小さい町にね。何かやっているのですよね，高いところは。 

 

安藤委員 

 登米市で実際に開業されているというか，診療所にお勤めの先生方に伺ったのですが，

医療の過疎地域であるからこそ予防に力を入れているのだと伺ったことがあります。テレ

ビジョン会議というのを県内の何か所かで，がんの患者さんのプレゼンテーションを行っ

ている会議があるのですが，その中で上沼診療所の佐々木直英先生，七ヶ宿町の診療所に

も居られた先生なのですが，禁煙対策と，それから予防接種をとにかく小さなお子さんに

受けさせて，とにかく病気にならないように進めてらっしゃるという取組を伺ったことが

あります。地元の医師会と一緒に協議会のようなものを持って連絡を取り合いながらと伺

っております。 
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久道会長 

 その先生が原因だったりしてね。七ヶ宿町にいてそのような実績を作って，上沼診療所

でもね。ほかに何かございませんでしょうかね。 

 宮城県のがん検診の受診率はこのグラフであるように，４０歳代，５０歳代，６０歳代

の，職域と市町村と個人を加えた数値が，県民健康・栄養調査で出てくる受診率となって

いる訳ですね。５０パーセントはやっぱり超えている訳ですよ。こういうのを国に示した

らどうですか。国もまねしなさいと言って。今でも国の方では４０パーセントを目標にし

ているでしょう。そのような目標にしているのはなぜかというと，市町村の数値しか使っ

てないからなのですね，国の方では。例えば宮城県の棒グラフで見ると，胃がんでいうと

４０歳代の男性の４８パーセントが職場ですものね。全部足したものが，県民が年に１回

受けているかどうかというものになる。こういう数値を出してもらえば，他の県も５０パ

ーセントを楽に超えているのではないかと思うのですけれどもね。そういう数値を出さな

いで，国の計画はいつまでも４０パーセントになっているのは，ちょっとおかしいと思う

のですが。これはなかなか良いデータです。初めて作ってもらいましたが。 

 他に何か御意見ございませんでしょうか。 

 

石岡委員 

 資料１－５「各都道府県がん対策推進計画における就労支援対策」について調べて欲し

いといったのは前回，私が申し上げたことなのですが，調べていただいてありがとうござ

いました。後でよく見て勉強させていただきたいと思います。ちらりと見て感じたのは，

県にもよりますが，具体的に踏み込んだ就労支援対策をとっている所があることかなと思

います。太字で書かれているところは何か特筆すべき対策をやっている所ではないかと思

います。特に「県」と書いてあるのは，県が主体者として関与しているという意味です

か。そういう視点でいうと，宮城県は「県」と書いてあるところは一つもないということ

ですから，この協議会を通じて，県も具体的な役割を担っていただきたいと感じました。 

 

久道会長 

 何か具体的にありますか。 

 

石岡委員 

 先ほどの資料１－６に「企業連携協定に基づく取組状況等について」が出ていますが，

具体的には有識者検討会議の開催とも書いてありますけれども，「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」と書いてありますが，どういうことを啓

発しようとしているのか私はわからないし，先ほど会長が話されたように宮城県は検診に

かなり力を入れていますが，今後の就労対策ということは，既にがんに罹患した人をどう

するかというのが大きな視点で，今回のがん対策推進基本計画の就労対策は，がんになっ

た人の就労対策をどうするかが骨子ですので，一番太いところですから，検診よりもむし

ろ，がんになった人の就労をどうするかというのが本筋といいますか。もちろん，事業所

で働く多くの健康な人を対象とした検診をより一層向上させるというのは，今後の宮城県
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のがん対策にとって重要であることは間違いありませんが，もうひとつの視点のところ

が，がんを啓発するということだけでできるのか。具体的に事業所に行って，がんの患者

さんが「がんはこういうものだ，差別しないでください，就労できるような状況を整えて

ください」ということをやらなければならない。その部分が未だ欠けているので，そうい

ったところを具体的に，どういった事業所の集まりがあるのかわかりませんが，そういう

場で効率よく県が指導して専門家等を集めた何かプログラム，セミナーのようなものを開

催して，それを定期開催することを提案したいと思います。 

 

久道会長 

 それが，資料１－７にある有識者による検討会議の開催なのでしょうね。それの中で，

例えば先生のおっしゃるシンポジウムを開催するとかね。そういう具体的な項目をこの中

に入れてもらえるようにすれば良いのではないかと思うのだけれども，そうですよね。 

 

事務局 

 具体的な取組方法等につきましては有識者による検討会議の方で具体的に御提案いただ

いて，県として施策に反映させていただく形になればよろしいかと思います。 

 

石岡委員 

 そこの主体は「県」になるということですか。 

 

久道会長 

 予算化についても考えるとさっき言ったよね。 

 

事務局 

 既存の予算を活用していろいろなことができればと思いますが，限りがありますので確

約はしかねますが。 

 

石岡委員 

 検討会議をやっても，結局自分たちで考えたい人が考えてやりなさい，ではあまり効果

が上がらないと思うのですね，特に事業所を相手にして。我々は医療に関わる人が多いと

思うのですが，我々が相手にしているのは患者さんとか健康に問題のある人で，事業者に

対するパイプは基本的にはないわけですね。そういったところに主導的な立場にある行政

が主体となってやらないと，ほとんど意味がないものになってしまいます。専門的な知識

を提供するということに関しては，私たち関係者が壇上に立つのは当然だと思いますが，

その枠組みを主催するのは是非県でやっていただくべきものであると私は理解していま

す。どうぞよろしくお願いします。 

 

久道会長 

 他に意見ありませんか。はいどうぞ。 
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髙橋委員 

 今，石岡先生からお話がありましたが，私はがんの患者の一人として，この場で患者は

私一人なので補足といいますか，お話いただいてとてもうれしかったのですが，やはり患

者として，予防とか検診とかそちらの受診率アップももちろん必要なのですが，平行して

（がんに）なってしまった方，治療を終わったけれどもなかなか職場に復帰できない，職

場に復帰しようとしてもがんになる前のような仕事ができない，というジレンマで弱者に

なってしまっている。職場の中でそれをきちんと言える人は言っていく「私は，これはで

きるけれどもこれはできない」ということをきちんと伝えられれば良いのですが。私はき

ちんと言えますが，みんながそのような強い気持ちの方だけではないので，そこのところ

が知っていただきたい部分の一つです。 

 今，治療後の社会復帰についての話合いがなされていなかったのではないか，患者自身

からも発信していなかったし，医療者の方々も「治療を受けてここぐらいまではできまし

た。どうぞ社会復帰してください」ということでぽっと出されるのですが，私自身が思う

のは，がん患者は弱者で職場に復帰するので，医療者から見通しを持った治療計画と，百

パーセントできるようになるくらいになるまでにはこれくらい期間がありますよとか，そ

ういうもののお手伝いをしていただきたいこと，それから，雇用者側の方もがんに対する

イメージがイコール「死」であったり，イコール「全然仕事にも復帰できない」という部

分があると思いますが，私はステージ２ですが，職場に復帰し元気に１０年以上やってい

ますということを，私も声を出して雇用者の方に伝えるべきだと思いますし，そういうこ

とをどんな形かでも伝えていただきたい。社会に理解していただいて，職場に復帰して，

患者が今はちょっとできないけれども今できることをがんばって，１０年後，いや２，３

年後に普通にできたときに，次の方にお返しをするという形のやり方が一番必要なのでは

ないかと思いました。 

 今，研修の話が出たのですが，小さな情報として。実は先月，石巻市で「就労支援ご当

地カフェｉｎ石巻」というのが開催されまして，石巻赤十字病院が主となって開催してい

ただきました。国立がん研究センターの高橋都先生に来ていただいて，就労についての

話，体験者と雇用者と医療者，医療者とは乳がんの認定看護師さんだったのですが，そう

いう方々の当事者の体験とか，お話をされ，患者と行政などの方がグループになってミー

ティングさせていただいたのですね。そこで，一番出たのは，復帰する際のつらさを理解

して欲しいという患者の声が一番あって，それを行政の方や医療者の方がよくわかりまし

た，ということがありましたので，そういう機会を県の方で作っていただいたら，がん患

者の想いを聞いていただき，雇用者はどうしたらよいのか，医療者のお手伝いはこういう

ところですよ，ということを具体的にしていただけたらとても助かる患者さんが増え，仕

事に対しても意欲，生きがいというか，仕事に復帰することで生きる意欲につなげていけ

たらいいな，と思いますので，そこのところを是非，具体的にお願いしたいなと思いま

す。 

 

久道会長 

 国のがん対策基本計画の旗印，推進の柱としてでてきたのが働く世代のがん対策，小児

がん，そしてがん教育。いままでがん患者さんの対策というのは緩和ケアが主に言われて
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きたと思うのですが，そうではなくて，がんは直るようになったけれども社会復帰が大変

だよという人もいれば，あるいは社会復帰はできるはずなのに会社の環境そのものが働き

づらくなっているとか，従来の固定観念で「がんの患者だから」ということで対応してい

るところがいっぱいあるわけですね。そういうところも含めて，働く世代のがん対策を

「就労を含めて」とわざわざ書いてあるのは今回初めてなのです。そういう案が出てきた

のは国の委員から，大内先生が参加していると思うのですが，それはかなりいろいろな具

体的なことが出てきたのではないかと思うのですが，それを受けて宮城県はどうするか，

というのはこれからで，ぜひ今後説明してゆきたいと思いますが，大内先生は何か国の委

員会での雰囲気はどうだったでしょうかね，働く世代のがん対策というのは。 

 

大内委員 

 私が担当しているのは厚生労働省「がん検診のあり方に関する検討会」ですけれども，

働く世代ということで，例えば子宮がん検診についてはこの１年間でＨＰＶワクチン接種

後のＤＮＡ検査ですね，これについては保留の判断を示しましたし，日本のデータがない

ので今，慶応の青木先生に研究をお願いしたという形で反映させています。それから，

近々再開して，乳がん検診についても踏み込んだ議論を予定していますし，働く世代とい

う形では特化してはいませんけれども検討はしています。平成１７年度から二年間，厚生

労働省の健康フロンティア戦略の中で女性がん対策ということで，マンモグラフィの緊急

整備も行われています。国の視点ではそういう形でやっているはずです。その視点は欠け

ていないと思いますし，今回のがん対策基本計画の見直しで小児がんも入りましたので，

昨年の本協議会でも議論されて，小児がんについては宮城県としても手を挙げて東北大学

病院が入ったということもありますので，連携して推進しているところです。 

 

久道会長 

 資料１－７というのは，報告というよりも「こういう案でやりたいのですけれどもどう

ですか」という協議事項でもあるよね。 

 

事務局 

 そうです。 

 

久道会長 

 その中には石岡先生をはじめとして，今髙橋委員からもお話が出たのですが。 

 いかがでしょうか，この案で。来年度の事業ですよね。 

 

事務局 

 ４月以降でございます。 

 

久道会長 

 ４月以降ね。この協議会とは別の検討会議ができる訳ですね，作る予定なのですね。 
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事務局 

 はい。この協議会とは別になります。 

 

久道会長 

 この検討内容を見ると，働く世代の何々と出ているので，さっき出た正規雇用者のがん

検診受診率がどうだとか，非正規雇用者はどうなのかというのは，おそらくこの検討会議

の中に出てくる資料として当然出さなければならないわけですよね。例えば働く世代と言

っても，正規雇用の人と非正規雇用の人とやり方が明確に違うのであれば，何か対策する

ときも当然違いがあるのではないでしょうか。あるいは，がんの患者さんも，正規雇用で

のがん患者とそうでない患者さんではかなり差があるのではないかと思うのですがね。そ

ういうのが実際はどうなっているのかとかね，そういうことから分かっていかないと対策

できないと思うのですよ，おそらく。 

 

事務局 

 正規雇用と非正規雇用のがん検診率の分析につきましては，平成２６年度に県民健康・

栄養調査が別途なされまして，調査の分析ができるのはおそらく平成２７年度以降となっ

てしまうので，この検討会議にはちょっと間に合わないかと思いますが，事務局としまし

てもできるだけ資料を集めて提供させていただきたいと思います。 

 

久道会長 

 働く世代のがん対策の検討方法ということで県から出された案ですが，何か御意見ない

ですか。この方法でよろしいですか。はいどうぞ。 

 

西條委員 

 がんセンターの相談支援センターでの就労支援が半年ぐらい経過したのですね。それで

感じたことを言わせていただきますと，個人のがん患者さんに相談支援センターが関わっ

てもなかなか解決がつかない，ほとんど。といってもいっぱい相談がくるわけでもないで

す。本当に少ない相談しか来ない。それなのに，各担当の先生に聞くと「今日がんと言わ

れて会社に行ったら首になった」というのが未だにある。それで，ここにあるように，大

きな企業だとそれなりに手当てしているのだと思うのですが，ところが，聞くと，やはり

小さな企業なのですね。「がんと言うともう居られなくなるから」と，大げさにしたくな

い，じゃあこそこそと自分の治療だけ受けているということでほとんど過ぎていって，全

国的にも今，国がんにきいても，就労支援というのはそんなに盛んに相談を受けている訳

ではないということなので，僕はやっぱり宮城県として即効性のある，やるべきことは，

事業主の，特に中小企業というか，従業員１０人，２０人程度の事業者の人に，がんと言

われたからといってすぐに首にしないで，取りあえず治療をちゃんと受けられるような仕

事を継続しながら，という方向の啓発といいますか，啓発の意味が難しいのですが，その

ような方向に向かったらよいのではないかなと考えています。 
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久道会長 

 企業向けの啓発活動とはそういうことを言ったのではないのですか。事業主とかに，が

ん患者とはこうだからと，いまおっしゃったようなことを啓発するのではないですか。 

 

事務局 

 他都道府県の計画におきましても，事業者に対してがんの正しい知識や，がん患者の就

労に関する啓発も含まれています。そういうことも含み，啓発について考えているところ

であります。 

 

久道会長 

 「それも含む」ではなくて，それを主にやらないとだめですよ。 

 

石岡委員 

 山形大学の調査というとあれですが，山形大学が調査したのは，私の記憶では山形県の

データに基づかないで，自分たちが何かアンケート調査をしたようなことで，それをまと

めたものが既に１年以上前，何かの会で発表になったのですが。がんプロだったですか

ね。それによると，結局正規社員，職員は，がんになっても正職員。休職にならないので

すね。非正規の人はある日，非雇用者になってしまうと。要するに首になってしまうか，

続けられなくなって結局やめてしまうという，そういうデータが出ていますので。そうな

ってくると，私達の所に相談に来る人はフェイストゥフェイス，当事者ですから，どうし

ても解決できない。どうしても事業主を中心とする啓発活動をやるということになると，

県が主導しないと出てこないと思うのですね。そこは是非，県が主体者となって，ここは

検討会議で「そこの所を県がやるべきだ」と言えば良いのかもしれませんが，ここは最初

の段階で県が主催でやるというところは是非，ここでは皆さんの賛同をいただきたいなと

僕は思います。 

 

久道会長 

 県で条例作っているところがあるよね。 

 

事務局 

 がん対策の条例は全国で過半数の都道府県が制定しています。 

 

久道会長 

 宮城県はないよね。 

 

事務局 

 宮城県はございません。 

 

久道会長 

 議会の議員さんも関わってくることなので，条例の中に，今問題となっているがん患者
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の就労の問題，差別するなとかね，そういうことを条例の中にきちっと書いておいて，制

定されてあれば，その県はそれをちゃんと守ると思うんです。そういうのが必要であるか

どうかは議会の問題でもあるのですが，あるいは，県の執行部の方から提案してもいいと

思うのですよね。特別お金がかかる訳でもないですから，議会と議論してもらえばいいの

で。そういう目標もあった方がいいと思うのですね。そういうことも含めた，県のがん条

例の設置推進について，是非お願いしたいことはこの検討会議で言っても良いんです。 

 何かほかに。それでは，１－７で提出された資料は一応こういう方向で進めてもらいま

すが，今各委員の方々から御意見が出ましたので，それも含めて，加えた形でこの計画を

検討していただければと思います。 

 議題１についてはよろしいでしょうか。それでは，２番目のがん教育について事務局の

説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

 

久道会長 

 どなたか御質問はありますか。 

 本県の取組について，県教育委員会は一緒に検討しているのですか。それとも全く無関

心なのですか。 

 

事務局 

 この部分につきましては，県の教育委員会と密接に連携した上で実施してございまし

て，来年度の教育教材の開発につきましても県教育委員会の協力を仰げればと考えている

ところでございます。 

 

久道会長 

 随分変わったものだね。ちょっと前までは，子どもの禁煙教育とか何か猛反対だったで

すね，教育委員会がね。そもそも先生方がたばこ吸うものだから，うちでそのようなこと

を教育されては困るというのが市町村の教育委員会。なかなかがん教育の学校での取組が

不可能だったという時代がありましたけれども，連携してやろうというのは本当に隔世の

感がありますね。 

 

石岡委員 

 私も，県の方でこういった取組を始めたということは大変素晴らしいことだと思いま

す。一つ教えていただきたいのは，試行した小学校１０校，中学校１校でどういった教育

をされたのか，中身とか，誰がやったのかとか，そういう情報は当然必要ですね。当然ク

オリティの問題でもありますので，そこは「やったやった」といっても，我々協議会が見

えない形でやったのでは，良いのか悪いのかというのは正直言ってわからないと思いま

す。 
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事務局 

 教材につきましては，市販の「がんについて学ぼう」というテキストがございまして，

（東京大学医学部附属病院放射線科）中川（恵一）准教授が監修しており，それを使って

います。講師につきましては，宮城県対がん協会に委託しておりますので，対がん協会の

方から専門的な知識を子ども達に教育している所でございます。 

 

久道会長 

 教育した結果，子ども達にアンケートというか質問をして，お父さんお母さんにがん検

診を勧めますかとかね，たばこをどうするかということも聞いて。そのときの気分だけか

もしれないけれど，何か効果がありそうな雰囲気で答えている子どもが出てきましたけれ

ども。 

 

渋谷委員 

 これは以前から取り組んでいることでありまして，子どもには禁煙教育とは言わずに

「防煙教育」ということでやっておりますが，主に担当するのは当協会の保健師が講師と

して学校に出前で防煙教育とがんの予防についてお話しているところでございます。 

 

石岡委員 

 関連してですが，私も喫煙対策は非常に重要だと思っておりますし，そこはもうちょっ

と推進したほうがいいと思っております。教育なのですが，予防のところと検診だけでは

ないですね，この教育というのは。がんの患者さんに対して偏見を持たないとか，そうい

う人はコミュニティに居て弱者として存在するとか，そういった教育が必要なのだと思い

ます。そういったところはされてないような気がするのですが，いかがですか。 

 

渋谷委員 

 それに関しては，私もどういう内容かを全て把握しているわけではございませんので，

おそらく足りない面があるかと思います。 

 

石岡委員 

 予防・検診ということがこの県はすごく進むのだけれども，実際に患者さんになって，

というところが対策として弱いのではないかなと，全体として私はそういう印象を持って

います。 

 

渋谷委員 

 メインはやはり防煙といいますか，禁煙対策でございまして，小学校１０校，中学校１

校と書いてありますが，既に中学校では遅いということで，小学校のうちからとしている

ところでございます。ただ，禁煙教育から一歩進んで，がんと，就労対策もそうでありま

すけれども，がんと共存していかなければいけない社会になっております。それに対する

教育を考えていかなければならないのだろうと思っております。ありがとうございます。 
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斎藤委員 

 仙台市の斎藤です。実はこのモデル校のうち２校を仙台市で見学させていただきまし

た。１１校ですが，今回も県の教育委員会だけではなく，是非市の教育委員会にも働きか

けをしていただきたいと思って，こちらでもちょっとお願いをしました。 

 

事務局 

 仙台市が８校，仙台市以外は３校です。 

 

斎藤委員 

 ちょうど共通の課題だったものですから，県のがん教育の取組に是非仙台市もと。地道

に防煙教育をしているのですけれども，もうちょっと進めていきたいなと考えました。こ

の副読本は防煙や特定のがんだけではなく，全てのがんの予防から治療，リハビリ，社会

復帰まで入っている副読本だなと。ふりがなが全部振ってありまして，家族でがんになっ

た人がいるとかを子ども達が発言したりして，今正にこの計画に網羅されているような，

バランスの取れた副読本になっているのだなと。 

 学校の理解が得られないと中々入り込めない部分というのが確かにあります。そして平

成１８年度に指導要領が変わって，たばこ，アルコール，薬物に関しては教育の中で，指

導要領の中で教えるというのが入って，変わったと思うのですけれども，それ以外のとこ

ろでこういうふうに進めていけるのだなあというところで感激しました。こういったこと

を子どものうちから教育していくというのはとても良いと思いました。是非来年も続けて

いただきたいと思っております。 

 

石岡委員 

 宮城県の人口の三分の二の仙台市が感激したと言われましたけれども，斎藤委員さん

が。お言葉ではございますが，僕は非常に不安に，心配になってしまいました。というの

は私も仙台市民を５５年やっていますけれども，私は宮城県のがん対策推進協議会に来て

いるわけですけれども，これがまた，今の御発言を聞きますと，仙台市との関係はいった

いどうなっているのか，というのが非常に心配で。我々は仙台市以外のがん対策をやって

いるのかという気持ちになってしまうのですが，ここのところが県と仙台市はいったいど

うなっているのですか。そこをやらないと，私がこうやって言ったってね，三分の一にし

か効果がないのかどうか。そういったところはどうなっているのですか。 

 

事務局 

 当然，仙台市も含めた県のがん対策ということですので，仙台市と連携して進めてまい

りたいと考えているところです。 

 

石岡委員 

 「仙台市と連携して」というのはどういう意味なのか。ほかの市町村と県との連携とは

違うのですか。特殊なのですか，政令指定都市は。エネルギーを使ったって，効率が良く

なければ意味がないわけで，人口の三分の二のところで効率が悪いのであれば，その入り
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口のところから少しやり方を…。例えば，ここで言ってもしょうがないのですが，仙台市

のがん対策協議会のようなものを作ってもらって，そこと合同でやる，メンバーは同じ，

みたいなことをやらないといけないのか，という話です。私が言っているのは。というの

は，斎藤委員からのお話では，何か直接ではないような印象を私は承ったもので。 

 

斎藤委員 

 すみません。教育委員会は仙台市と県と二つあるので，そこの入り口としては二つにな

ります。感激の意味なのですが，がん教育そのものへの感激という意味です。教育の幅の

感激，という意味です。今までは啓発，検診を受けましょうということをやっていたと思

いますが，患者さんの立場や，御家族の立場，仕事に復帰する立場での話をしていたと感

じたので，今感激という単語を使わせていただきました。 

 県と仙台市とはどういう関係かについては，がん計画，がんの対策に関して仙台市は一

市町村というふうにとらえて，この計画や，協議会の中で方向性が示されたものを，仙台

市なりに，市町村の立場でやっております。 

 

石岡委員 

 言うまでもなく仙台市はがんの検診受診率は惨憺たるもので，ほかの市町村と比べて。

こういったところが協議会の中で議論したのが，じゃあ仙台市から委員の方が一人いら

して，ちゃんと隅々まで伝わるのかというのが非常に私は心配だなという印象をずっと持

っていたものですから。少し下品な発言をしたかもしれませんけれどもお許しいただきた

いなと思います。 

 

中保委員 

 東北大学病院の中保です。平成２５年度の小中学校におけるがん教育の取組の実施につ

いてデータがでているのですけれども，これ以外にも私が関与しています市民団体で「仙

台ターミナルケアを考える会」というのがございまして，そこで中学校の生徒達を対象に

して「命と心の授業」という出前講座をやっております。今年度は名取市内の二つの中学

校に出かけまして，一つは「命を考える」ということで緩和ケア部門の実務医師，二人の

役員をやっておられる先生にお願いして，中学校に出かけていただいて講演をやっており

ます。ターミナルケアだけではちょっと生徒達の心のバランスが取れないかもしれないと

いうことで，亡くなるときと真逆の，生まれるときの様々なお母さんの苦労だとか，生ま

れてきたときの両親の喜びだとかを中学生達に聞かせようということも週を違えて二週に

わたって知らせる，という取組を昨年度から始めるようになりました。昨年度は中学校一

校だけだったのですが，今年度は二つに増やして出かけております。そのような取組もや

っておりますけれども，ここのデータには入ってないようでしたので，お知らせしたいと

思いました。 

 

久道会長 

 このがん教育の授業には予算が伴っているのですか。 
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事務局 

 国庫補助もございまして，その予算内でしているところでございます。 

 

中山副会長 

 （資料２－２の）今後の予定のところで，小中学校におけるがん教育の試行的な取組を

平成２５年度から継続してということが今後の予定に書いてありますが，１１箇所，少な

いなというのが正直な気持ちなのですけれども，予算的にも１１箇所でもう一年試行しな

ければいけないということでしょうか。 

 

事務局 

 予算的に，講師謝金もかかるのですが，一番大きいのが教材費でして。今は既存の教材

を使っているのでその単価が結構高いので，その分でお金がかかっていることが拡充を妨

げている一つの原因であります。そのために，がん教材を自前で開発し，自前で印刷する

ことによってその分もっと多くの学校に授業ができるようにと来年度，教材開発を考えて

いるところです。 

 

久道会長 

 県の予算が伴った授業ではないとしても，そういう形にもっていけるような方向にはで

きないのですかね。やっていますと情報だけもらうものなのか，あるいは何らかの県の事

業としての予算化まで。どういう風にお金をつかっているかはわからないけれども，そう

いうことは可能ですかね。 

 中保先生から報告のあった，あれも重要だね。がん教育の一つですよね。ターミナルケ

アというか，緩和ケアの一つとしては。 

 

事務局 

 中保委員からいただいた情報は私どもの方で存じませんでしたので，こちらには載せて

おりません。確かに命と心を考えるというのも大変重要な視点の一つでございますので，

もし連携できるようなことがあれば，一緒になって県のがん教育を進めていければと考え

るところでございます。 

 

久道会長 

 ほかにございませんか。はいどうぞ。 

 

石岡委員 

 宮城県のところは，「県」というところは空白になっているのですね。しかしながら私

たちが議論して決めた，がん教育の資料２－１上から４行目ですけれども，私たちはこの

協議会で県民に対して云々ということを作ったのは私たちなのですけれども，しかし

「県」と書いてあるところをよく見ると，「県は」とか「県及び市町村は」と書いたとこ

ろだけ県でやっていると，多分「県」と入れられたように思うのですが。そうですよね。 
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事務局 

 主語がそうなっているものです。 

 

石岡委員 

 だけど，これは単なる書き方の問題で，県のがん対策推進計画なので，宮城県のがん対

策推進計画のこの文言を，ここの部分に関して「県」と書いていないから（資料に）県と

書かないというのは，一体どういう…。これは県の対策なのだから，県がやらなければな

らないことではないですか。ほかの所は「県は」と書いてあるから県に責任があるので，

我々の方は「県は」と書かなかったから県が抜けているということなので，そこの所はど

う行政の方は解釈しているのですか。これは県の対策なので，「県は」と書いていなくて

も当然，宮城県の責任でやるべきだと僕は思うのですが。 

 

事務局 

 計画推進のための役割分担ということで，県の役割も当然ございますが，医療機関なり

県民なり事業所なりという役割もございますので，その辺りのところで役割分担をしてや

っていくものだと我々としては考えているところであります。 

 

石岡委員  

 要するに，これは，こういうことを全体としてやるのだけれども，誰がやるのかを決め

ていない，ということですね，つまり，具体的に言えば。 

 

事務局 

 計画のつくりが，主語としてはそうなっていないので，今後それをどうやって進めるか

もここで御審議いただいて，（実施）主体を決めていくものだと思います。 

 

久道会長 

 よろしいでしょうか。それでは，小児がんについて事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

 

久道会長 

 どなたか御質問，御意見ございませんか。はいどうぞ。 

 

呉委員 

 東北大学病院の呉と申します。 

 資料３－２の真ん中の「取組の方向性」と「個別目標」を読みますと，「指定された」

が「である」に，「支援します」が「支援する」になっているだけですが，個別目標とい

うのは定めていないということなのでしょうか。 
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事務局 

 このとおり「取組を支援する」というのが個別目標でありまして，別に参考指標といた

しまして，「小児がん拠点病院との連携病院数」というのを指標として考えてございまし

て，平成２４年度はゼロなのですが，それを増加させていくというのが，参考指標として

県の計画に定めているところでございます。そちらは，申し訳ございませんが（資料に）

載せておりませんでした。 

 

久道会長 

 呉先生，個別目標で，こういうことが欠けているのではないかとか，そういうのはござ

いませんか。 

 

呉委員 

 県別にまとめていただいた資料をみると，総論というか「…します」などとなってお

り，はっきりいってどこの県も…しているのだと思いました。やはり情報発信というのは

重要だと思うのです。どうやって情報提供するのかというと，二つの意味があると思うの

です。一つは，がんのお子さんをお持ちの親御さんがどういうふうに情報を得るのかとい

う情報提供のやり方と，周りの方，そういうお子さんを支援させる方に分かっていただ

く，という二つの意味で必要だと思います。 

 もう少し具体的なことを書いていただければと思います。特に情報は，誰が作るのかと

いうのがあります。がんの医学的な理論に関しては私たちの方で責任を持って作りますけ

れども，どういった形でそれを提供していくのかという時に，是非行政の力をお借りした

いなと思います。 

 実施主体となりますと，先ほどのがんの教育というところとも関連し，行政は連携が好

きなので「連携」となってしまうのですけれども，連携してそういうお子さんを社会でど

のように受け入れていくか…。各県の取組などを見てみると，まだまだ対策として習熟し

ていないのかな，考えられていないのだなと分かりますので。また知恵をお借りして，も

っと具体的なものを作っていければなと。ほかの県が，まねするようなものを作っていか

なければならないのではないかと思っています。生意気なことを言ってすみません。 

 

久道会長 

 呉先生，小児がんは宮城県ではどのくらいおられるのですか。年間どのくらいなのです

か。６０名くらいなのですか。それを大学とこども病院で皆，医療は完結しているわけで

すか，だいたいは。そうですか。そういう仕組みにしたのですね。 

 

中山副会長 

 呉先生のお話を伺っていると，私もそうだなと思ったのですが，この個別目標のところ

をもう少し具体的なものを出していく必要があると思うのです。今ここに出ている「がん

の子どもを守る会宮城支部」，ここの方にもう少しお聞きになって，具体的な個別目標を

出せるものが出てくるのではないかというところで，当事者の御意見を是非聞いていただ

ければと思います。 
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久道会長 

 現状と課題という文章を見ていると，何が問題か，具体的にわからないですよね。呉先

生の話を聞いても何が具体的かが分からない。ほかの県も皆そうですね。一般論でしか書

いていないので，確かに。本当のところは実際に今話が出た「がんの子どもを守る会」の

方々，当事者ですよね。当事者の方々から聞いてみる必要がありますね。ほかに何か，は

いどうぞ。 

 

菅原委員 

 宮城県看護協会から来ている菅原です。この小児がんに対する対策として，まず情報で

あったり相談であったりの中から，一番今，何が課題なのかをよりもっと明確にしていく

ことが必要だと思っているのですけれども，がん対策として宮城県内の相談支援センター

のネットワークはだんだん拡大し，力を持ってきているような感じになってきたので，こ

ども病院での相談の窓口の人も，宮城県の相談支援センターのネットワークの中に入りな

がら，ともに相談支援という少し広い視野で，在宅ケアに関することとか，医療そのもの

だけではなく子どもの生活を含めた上でのことを検討しながら，課題を明確にしていくよ

うなことができるように，県全体の相談支援センターの中に是非こども病院の方も参加し

ていただいて，情報交換と，できることを考える場ができると良いと思いました。 

 最後の方につけてくださったみやぎ県政だよりの記事の中に「がん相談支援センターを

ご利用ください」ということで，拠点病院以外でもがん関係の相談を受ける場所を明示し

ていて，「これをよく見た」ということを患者さんとか患者会の方から良く聞いて，とて

も情報提供や普及の一助になっているのかなと思うのですけれども，こども病院とかはこ

こに入っていないので，次回の時に入れていただいたり，相談支援センターの，県で企画

しているミーティングにもこども病院の方も入っていただいて，相談員がこども病院とか

小児がんのことについても少し知識を広げられるようにしていくと徐々に情報提供や課題

の明確化が進んでいくのかなと思うので。今あるがん対策のシステムの中にこども病院の

方がどんどん入っていただいて，検討できるようにしていただけるといいと思いました。 

 

久道会長 

 どうもありがとうございました。確かに，（相談支援センターは）１９箇所しかないけ

れどもこども病院は入っていませんね。これはどうやって，指定するのですか。それとも

何か，どうやって決めるのですか。県の方でやってくださいと言うのですか，相談支援セ

ンターを。 

 

事務局 

 がん相談支援センター１９箇所ですが，がん相談実務者会議がございまして，そちらで

了承を得られれば参加メンバーになるものと考えています。こども病院の意向を踏まえ，

事務局として調整させていただきたいと思います。 
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久道会長 

 何とかの会というのがあるのですか。何の会ですか。 

 

事務局 

 がん相談実務者会議でございます。 

 

久道会長 

 これはどこに設置されているのですか。 

 

事務局 

 県立がんセンターが事務局を持っていると聞いています。 

 

西條委員 

 がん診療拠点病院はがん相談支援センターを持っていますけれども，実務者会議という

のがまたありまして，病院の中に相談室を持っているところは全て入って実務者会議とい

うのを，初めは県主導で始まったのですが，今は実務者会議を持ち回りで，がんセンター

でやったり仙台医療センターでやったりして。実際には実務者が一番力を発揮しているの

で，その実務者会議がございますので。ただ，子供のがんに関しては，かなり，なかなか

理解できる相談員は余りいないのではないでしょうか。もちろん入ってもらうのは何も問

題がないと思いますけれども。 

 

久道会長 

 勝手に「相談支援センター」は使えないのでしょう，この名前はね。実務者会議で調整

しないと使えないのでしょう。 

 

事務局 

 基本的に県としては相談窓口が増えることは大変結構なことだと思いますので，実務者

会議に参加していただいて名乗っていただければと考えております。２０番目ができるも

のと考えております。 

 

久道会長 

 みやぎ県政だよりという公的な広報誌に載せなくてはならない事項ですから，何かそう

いう手続きが必要なのではないかなという気がするのですね。対がん協会も入っているの

ですが，これは県の委託事業の一つですからやっているのですけれども，病院ではありま

せんが。だから，そういう手続きが必要なのかなと思ったものだから。 

 

事務局 

 特に手続きはないものと考えておりますので，参加していただければと思っておりま

す。 
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久道会長 

 県に報告すれば載せてくれると。これは県の記事でしょう，県政だよりの。 

 

事務局 

 この記事はたまたま特集記事としてみやぎ県政だよりに掲載されたものであり，また機

会があればこのような形で広報したいと思いますので，その際に参加している相談支援セ

ンターを全て載せたいと考えております。 

 

久道会長 

 小児がんにしてもがん教育にしても就労者に対するがん対策にしても，新しい対策とし

て位置づけられたものですから，まだ整備されていないものがあると思うのですね。それ

で今日はいろいろな活発な御意見がでたと思います。今日出た御意見をいろいろと考えて

いただいて，今は具体的に「こういうことをしてください」ということはないですが，そ

の方向で是非お願いしたいと思います。 

 小児がんについて，何かほかにございませんか。どうぞ。 

 

呉委員 

 これは周知事項というか，情報として知っていただきたいのですが，東北大学病院で小

児がんのＱＯＬを充実させるために病棟を改築しまして，４人部屋を個室に直して，その

部分を全部クリーン域にする。プレイルームで遊んでいてもきれいなところで遊ぶ，部屋

に閉じ込めるのではなくて，もう少し自由に動きながらやっていく形のものが，今年度中

に完成します。親御さんの寝ているところも，今は床の上にマットを敷いて寝ているとい

う状態なのですが，小さいながらもベッドを入れて，できるだけ快適に過ごしていただけ

るような環境に来年度中に直して，それを小児腫瘍センターという形でオープンさせるつ

もりです。そのときには行政の方とか市民の方に知っていただくために，開所式のような

ことをやって，是非皆さんに御利用いただく。そのときに情報発信の何か仕組みを作りた

いと思っていますので，是非県の方にも御協力いただければと思います。よろしくお願い

します。 

 

事務局 

 県としても，できる限りのことはしてまいりたいと思いますので，どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

久道会長 

 その他について事務局から説明願います。 

 

（事務局説明） 

 

久道会長 

 何か質問ございますか。 
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 （資料４－１の）地域統括相談支援事業のところで「ピアサポーター育成」というのが

あるのですが，ピアサポーターとは何を意味しているのですか。 

 

事務局 

 がん患者さん同士の支援ということで，がん経験者の方ががん患者の方を支援する「サ

ポーター」を育成していく事業であり，昨年８月に地域統括相談支援センターにおいて育

成セミナーを開催したところでございます。 

 

久道会長 

 どっちもがん患者さんですか 

 

事務局 

 がん経験者がサポートするものです。 

 

久道会長 

 髙橋さん，そういうのをやっているのですか。 

 

髙橋委員 

 私も昨年１１月に登米で，対がん協会さんも来ていただいて，東北大学病院さんが主に

なって「ピアサポーター養成研修」を２回受けさせていただきました。患者が落ち着いた

ときに自分の体験を次の方に生かし，一緒に寄り添って相談に乗ってあげるとか，見通し

を付けられるようなアドバイスをしてあげようかなとか，当事者同士の，先輩後輩といっ

てはおかしいのですが，そういった形のサポーターを育成するための研修は必要だと思い

ますので，それは受けさせていただきました。 

 

久道会長 

 そのことはみんなが知っているのですか，ピアサポーターについて。 

 

髙橋委員 

 私が個人的に感じましたのは，患者会，患者が自分ががんになって告知された時に，相

談できる場所というものが，今相談支援センターさんもあるのですが，「そこに行っても

多分理解してもらえないだろう」と思う方もいらっしゃって，患者会，体験者がいるとこ

ろに行って聞いて欲しいという方のほうが非常に多いのですが，患者会そのものが県内で

は少ないのだと思うのです。 

 私はサポーターの養成研修には行きましたが，そこにたどり着く前に自分が困ってい

る，迷っている方が非常に多くて，その方がクリアできたらサポーターになってみようか

なという段階なので。その一つ前の（段階の）方達が多くて，実際には登米で行った研修

でも，実はがん患者さんはりんりんの会から４人と，プラス２，３人の参加者しか居なく

てちょっと寂しかったのですが，そこまでまだ皆さんが達してはいないのではないかと。

患者会の方達について充実していただければ，そこをクリアしてサポーターがもっと育成
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されていくのではないかと私は思いました。 

 

久道会長 

 いろいろな研修会，勉強会をして育成するということなのでしょうけれども，辞令みた

いなものを何か渡すのですか，あなたはピアサポーターなのですよと。そうではないので

すか。 

 

髙橋委員 

 ではなくて，自分から。例えば私は２，３年してから「患者会を立ち上げてみようか

な」と思ったのですが，クリアした段階で次の方にお役に立ちたいなと思った方が，今の

ところは勉強してサポーターになって，次の方を援助したいな，という流れだと思いま

す。 

 

久道会長 

 ほかにありますか。なければ資料５。 

 

（医療整備課説明） 

 

久道会長 

 はい，ありがとうございました。説明がありましたように，第６次地域医療計画の中の

がん対策について，ＰＤＣＡサイクルに基づいてチェックをするという役割をこの協議会

にお願いしたい，という話でございます。よろしいでしょうか。 

 

大内委員 

 印刷されてしまっているので直すのが大変かと思いますが，最後の資料，「参考」のが

んの部分で，「（２）がん医療に携わる専門的な医療従事者」の下段に「東北大学では，

放射線腫瘍学，腫瘍外来学など」となっているのですが，「腫瘍外来学」というのはある

のですか？「腫瘍外科学」ですよね。これは存在しない講座名ですので修正願います。 

 それと，宮城県のがん検診受診率が最後の「〈がん検診について〉」に書いてありま

す。これを最初に示して欲しかったのですが，どうも今日の議論は初めから絞りこまれて

しまって全体像が見えなくなってしまったような気がしております。といいますのは，最

初に議論になりました資料１－２，４０歳から６９歳の働く世代ということで，雇用形態

についてのデータを出していただいたのはありがたいのですが，胃がん検診とか肺がん検

診とかのデータについて，宮城県全体のデータをまず出していないですね。全体のデータ

は最後のページに書いてある平成２２年県民健康・栄養調査で，同じデータを使用してい

るにもかかわらず，最初のほうの３ページから延々と続いているわけです。一方では，資

料１－３に市町村別のがん検診受診率が書いてありますけれども，これも大変不思議なの

は，仙台市が政令市どうのこうのというのは，当然政令市であっても都道府県のがん対策

に鑑みて連動するものと私は理解しております。驚いたのは仙台市の胃がん検診が１０パ

ーセントを切っているという，このデータは本当なのですか。こういったことがどうも置
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き去りにされているような気がしてなりません。   

 同じ県民健康・栄養調査を使っている平成２２年です。最初の表紙に書いてあります。

しかし，最後のページに宮城県のがん検診受診率があり，胃がん検診は平均して５５．５

パーセントです。  

 お願いしたいのは，データを統一していただきたい。全国と比べて見ているわけですか

ら，国のがん対策基本計画でもがん検診受診率５０パーセント超えましょうというキャン

ペーンがされているわけです。あえて６９歳以下という設定もされていますので，それが

見える形にしていただきたい。ところがこのデータを見ると，ばらばらになっているので

す。 

 例えば（資料１－３）４ページの乳がん検診を見ていただくと，これは仙台市が３０パ

ーセントを切っていますが，本当はもっと高いはずです。全国の政令市の中で仙台市の乳

がん検診は断トツに一位なのです。そういったことがこれでは見えてこない。石岡先生の

お話ではないのですが，宮城県と仙台市とのデータのやりとりがうまくいっていないので

はないかという気もしております。要は，この言葉として出てきている，例えば国のデー

タとしては，「国勢調査人口とした」とか「国勢調査人口等基本集計」と書いてあるので

すね。これは本当ですか。国が平成２２年に調べたのは，正確に言えば「国民生活基礎調

査」のはずです。そこで調べたデータは既に皆さんおわかりのように，各種がん検診の，

市町村事業だけではなくて，いろいろな聞き取り調査も入っているわけです。それでおし

なべて５大がんは２０数パーセントです。ちなみに子宮がんと乳がんはいずれも３２パー

セント前後です。それが本来，ここに出るべきではないですか。 

 

事務局 

 この数字は国民健康・栄養調査の結果ではございません。各市町村の検診受診者を国勢

調査の人口で割った数字でございますので，国民健康・栄養調査とは異なる数字でござい

ます。 

 

久道会長 

 この「国勢調査人口等基本集計」の数字は，雇用者がどのくらいいるか，非雇用者がど

のくらいいるかというパーセントを表しているだけで，受診率を表しているわけではない

のですね。だから，これはこれで正確な国勢調査ですから。５年に１回の。ところが，こ

れと受診率がどう関係するかというのはわからない訳です，調べてみないと。私は，この

数値はそういうことを考えるには良い材料を出してくれたなと思うのですが。 

 先ほどの話の，宮城県が独自にやっている県民健康・栄養調査と，それから国がやって

いる国民生活基礎調査との差がどうなっているかというと，方法論としては同じなのです

よ，サンプリング調査ですから。県民健康・栄養調査のデータも国に出しているわけで

す。その集計が全体の国民生活基礎調査のデータになっていますけれども，それだけを使

うと，宮城県の４０歳代が殊更ひどいのですが，５０歳代，６０歳代は市町村（がん検

診）だけだと２０パーセント前後と，胃がん検診ではね。それが職域とか個人（検診）の

ものを合わせて見ると，常に５０パーセントを超えている数字になる。ですから，仙台市

が極端に低いのは，あれは市がやっているがん検診だけのデータでいくと，１０パーセン
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ト前後しかならない，こういうことだと思うのですね。 

 宮城県はこういうデータを出していますけれども，ほかの県は出していないのですね。

ですからいつまで経っても各県の受診率は３０何パーセント，２０何パーセントというこ

とで，県によっては（目標を）４０パーセントにしてしまおうとなってしまっているので

すが，実態は，ほかの県も５０パーセントを超えているのではないかと思っていますが，

それが今，ばらばらなのですね。ですから，いつも言っているのは国立がん研究センター

が全部まとめて，何年か前からアメリカがやっているような全国から３万人か４万人のサ

ンプリング調査をしてきちんと出しなさいよということを言っているのですが，まだそこ

までには至っていないのが現実です。 

 ただ，こういう資料を出すときにそこを明記して出さないと「仙台市は何だ，１０パー

セントを割っている」という話になるので，同じ宮城県，同じ市町村でも余りに差が付い

て。それからもう一つは協会けんぽの数字はどうなのか，ということになってしまうの

で。本当は比較のしようが無いのが現実です。それが分かって上で出していただいたので

すが，良いデータを見つけて情報発信しないと。地域医療計画に出てくる数値もばらばら

になってしまって，本当はどうなのかというのがいつも議題になりますね。 

 時間もまいりましたので，最後にします。 

 

渋谷委員 

 いま，大内先生からもございましたけれども，実数調査ができるのはこの市町村がん検

診受診者数だけなのですね。ほかのものは実数調査できませんのでサンプリング調査とな

ります。そうすると，国とか都道府県単位の大きなところだと，宮城県全体ではいわゆる

サンプリング調査で出るのですが，各市町村を全てサンプリング調査で正確に出そうとい

うのは不可能だと思うのですね。ですから当座は，市町村がん検診受診率で調べるしかな

いという，限界のある資料なのだということを言わなければならないとは思いますけれど

も，ただ市町村まで全て見るためにはこれしかないのだろうと思うのです，現在のところ

は。ですから，その辺を一緒にできないのではないか。なかなか難しい。これはこれで意

味のある資料だと私は思っています。 

 

久道会長 

 はい，どうぞ。 

 

細川委員 

 時間が押しているところ申し訳ございません。先ほど大内先生から御指摘のあった参考

資料の「腫瘍外来学」などの後，「東北がんプロフェッショナル養成推進プラン」のとこ

ろなのですが，実はこのプランを使いまして，宮城県は歯科医師と歯科衛生士ががんの治

療中の方を，口腔がんではなく通常のがん治療に対する専門家を育てるという育成プラン

もしていますので，印刷をされているということなので，改訂される機会があれば是非そ

こに「歯科医師」と「歯科衛生士」という文言も入れていただけると…。 
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石岡委員 

 いろいろですね，御承知のとおり東北がんプロは４大学の，新潟大学，山形大学，福島

県立大学と本学のプロジェクトで，いろいろたくさんの職種のいろいろなたくさんのコー

スがありますので，個別のところは「等」と書いていますが，例えば私の腫瘍内科も入れ

て欲しいとなってきりが無いので，申し訳ないけれども個別のところはちょっと勘弁して

欲しいなと思います。 

 

細川委員 

 時間の無いところですみませんが。 

 

久道会長 

 それでは，本当の終わりということで。 

 

細川委員 

 最後にちょっと御紹介なのですが，昨日，病院の事務の方から連絡がありまして，今年

４月の保険改定の中で。昨年は医科の方からがん患者さんを歯科に紹介すると歯科に算定

が付く，という改定がなされたのですが，この４月から，医科から紹介を受けると医科の

方に加算が付くことに変わるそうです。ですので，病院として歯科が対応すぐできるよう

にという指示が来まして，歯科も食事を支えるという意味で活用していただければと思い

まして。 

 

久道会長 

 ちょっと関係のない話だったけれども，紹介して欲しいのですね。 

 それでは，まだまだ意見があるような雰囲気はあるのですが，止めにいたします。５分

ほど過ぎましたので。熱心な御協議ありがとうございました。これでマイクを司会に返し

ます。 

 

司会 

 本日は長時間に渡りまして御審議いただき誠にありがとうございました。また，貴重な

御意見をいただきありがとうございました。本日いただきました御意見を踏まえながら，

本県のがん対策事業を推進してまいりたいと思います。それでは，本日の会議は以上で 

終了いたします。大変ありがとうございました。 

                                    （以上） 


