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平成２９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２９年１１月６日（月）午後３時３０分から午後５時３０分まで 

２ 場所：宮城県庁行政庁舎４階 特別会議室 

３ 出席委員（五十音順，敬称略） 

青田穣，安藤ひろみ，飯久保正弘，石岡千加史，大内憲明，片倉隆一，呉繁夫，齋藤久

仁浩，渋谷大助，菅原亜由美，菅原よしえ，瀬戸裕一，髙橋修子，高橋伸，丹田滋，中

保利通，橋本省，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，誠にありがとうございます。ただ今から，平成

２９年度第２回宮城県がん対策推進協議会を開会いたします。開会にあたり，会議の成立につ

いて御報告申し上げます。 

本日の会議には，委員２０名に対しまして，半数以上の１８名の御出席をいただいておりま

す。 

がん対策推進協議会条例第４条第２項の規定に基づきまして，本日の会議は有効に成立して

おりますことを御報告申し上げます。 

また，当協議会は，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きますので，

本日の議事録と資料は後日公開させていただきます。 

続きまして，本日お配りしております資料を確認させていただきます。会議資料は，次第と

出席者名簿，資料１，資料２，資料３，資料４，資料５，資料６，資料７，資料８，資料９，

参考資料１，参考資料２，参考資料３，参考資料４，参考資料５，及び参考資料６でございま

す。資料の不足がございましたら挙手願います。 

それでは，開会にあたりまして，保健福祉部長の渡辺より御挨拶申し上げます。 

 

（渡辺部長） 

宮城県保健福祉部長の渡辺でございます。本日は，お忙しいところ，御出席賜りありがとう

ございます。 

平成２９年度第２回宮城県がん対策推進協議会を開催するに当たりまして，一言御挨拶申し

上げます。委員の皆様には，日頃から保健医療行政の推進に御協力をいただいておりますこと

に，感謝申し上げます。 

本県では，本協議会の基にワーキング部会を設け，３回に渡り，第２期県計画の評価と第３

期県計画案について御審議いただきました。ワーキング部会の委員の皆様には，この場をお借

りして，厚くお礼申し上げます。 

本日は，ワーキング部会における審議結果を報告させていただくとともに，第３期県計画中

間案について，皆様に御審議をいただきたく存じます。 

なお，１０月２４日に国の第３期がん対策推進基本計画が閣議決定されたところでございま

すが，その内容を反映した案を，本日は資料とさせていただいております。 
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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，私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） 

部長の渡辺でございますが，この後，所用のため退席させていただきます。 

本日は，お手元に配布させていただいております会議次第に従いまして進めさせていただき

ます。それでは，ここからの議事の進行につきましては，大内会長にお願いいたします。 

 

（大内会長） 

それでは議事に入りまして，次第３（１）報告事項「第２期宮城県がん対策推進計画の進捗

状況・評価について」ですが，まず，事務局から説明いただいた後に，ワーキング部会からの

補足説明も伺いたいと思います。 

 

（事務局） 

がん対策班の八巻です。事務局から説明させていただきます。 

第２期宮城県がん対策推進計画の進捗状況・評価について，ワーキング部会で御審議いただ

いた結果について報告いたします。資料１を御参照ください。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の概要です。第１回協議会において，調査中で評価不能で

ありました「がん予防」に関する項目や「医療従事者数」「患者会等」について反映しておりま

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

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

が７項目で２４．１％，「Ｉ（評価不能）」が５項目で１７．２％，です。 

個別目標別の進捗状況は資料２となります。後ほど御参照下さい。 

第 1 回協議会から評価の変動がありました項目について，資料３を御覧下さい。網掛けし下

線を引いている箇所が変更部分になります。 

全体目標１について，Ｂ評価としておりましたが，国と同程度の進捗であり，期待通りの成

果とは言えないことからＣ評価といたしました。 

がんの予防に関する項目につきましては，平成２８年県民健康・栄養調査結果により直近値

に更新しております。Ｉ評価でありました項目について評価いたしました。 

妊娠中の喫煙がＢ，家庭・飲食店の受動喫煙がＤ，職場の受動喫煙がＣ，喫煙の知識がＤ，

食塩摂取量がＣ，野菜摂取量がＤ，リスクを高める飲酒が男性でＤ，女性でＣ，そして１０番

１１番の肥満者の割合は男女ともにＣ評価でありましたがＤ評価といたしました。１４番がん

検診につきましては,同様に直近値に更新しております。受診率が低下している子宮がんにつき

ましては，Ｂ評価をＣ評価としました。全体評価の変更はありません。１６番の医療従事者数

はＩ評価でありましたが，Ｂ評価といたしました。なお，放射線治療専門医・放射線診療専門

医については，県別の専門医数の公表をしていないということからそれらの数を除いておりま

す。 

１７番の緩和ケア研修についてはＢ評価をＣ評価といたしました。こちらは，拠点病院の医

師における受講率は９割以上を目指しているところですが，平成２９年６月末現在で７３．４％
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となっており，全国の８５．２％と比較して低いという理由で変更となっております。２１番

の患者会については，調査結果により,開催回数をＡ，ピアサポート研修をＡ評価としておりま

したが，年間受講者数は増加しているものの，研修受講後の活動について課題があることを理

由にＢ評価としております。全体評価はＡとしました。２３番のがん登録については，全国が

ん登録が開始され，全ての病院に届け出が義務づけられましたが，地域がん登録の医療機関数

は増加していないことからＣ評価といたしました。２６番の社会的問題については，事業所へ

の情報提供についてＢ評価としておりましたが，全国値の把握ができず評価が困難という理由

でＩ評価としております。全体評価についても同様の理由でＩとしました。全体評価２・３に

ついても，個人の置かれている状況などによって,状況により評価が異なり，評価することが難

しいと理由でＩとしております。 

これらの進捗状況・評価をもとに，後ほど説明させていただきます中間案（案）を作成いた

しました。以上でございます。 

 

（大内会長） 

ただ今事務局から資料１から３について説明いただきました。資料３にそのサマリーがござ

いまして，評価が変更となったものについては下線が引かれています。各項目の詳細について

は，資料２に記載されております。第２期宮城県がん対策推進計画における評価ですが，資料

９を御覧いただけますでしょうか。平成２９年度において，第１回協議会は６月２４日に開催

されております。その際に皆様から御意見をいただきまして，評価については石岡委員を始め

とした数人のワーキング部会において行っていただきました。このワーキング部会が７月１１

日に開催され，その際にこの案が示されておりますので，石岡ワーキング部会長より補足説明

があればお願いします。 

 

（石岡委員） 

ワーキング部会の部会長をさせていただきました石岡です。ただ今事務局より説明いただい

たとおりですが，評価に当たってはがんの予防の分野に関して特に議論をしたものでございま

す。第１回協議会時点での評価案について，もう少し厳しい評価をした方が良いだろうという

ことや，協議会開催後に現況の数値が出てきた段階で評価いたしましたところ，予防に関する

部分，喫煙と喫煙以外の分野がございますが，資料３にお示ししたとおり，厳しい評価をせざ

るを得ないだろうという意見になりました。これは，国の数値との相対的に比較しどう改善さ

れているのかという点で判断した際に，国においても厳しい評価になっておりますので，それ

よりも甘い評価はできないだろうということでございます。この後，事務局より第３期宮城県

がん対策推進計画中間案（案）について説明があるかと思いますが，この点については，深く

関係がありますので，御理解いただきたいと思います。 

その他ですが，緩和ケアについて，研修会を受講する医師，特に拠点病院の医師の割合が全

国平均に比べて低かったという点がございました。これは，宮城県がん診療連携協議会がござ

いますので，そちらで検討いただくところでもございますが，評価としてはＢではなく，Ｃ評

価としております。最後に，今回の評価に当たっては，５年前の評価の際と同様の議論になり

ましたが，計画策定の際に妥当と判断し設定した評価軸が，５年後にも変わらず妥当であるか
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どうかということもありますので，第３期県計画においては，評価方法というのも少し検討す

る必要があるだろうということが議論されました。以上です。 

 

（大内会長） 

ありがとうございました。それでは，皆様から御意見をいただきたいと思います。（１）の議

題につきまして，いかがでしょうか。 

 

（高橋伸委員） 

宮城県中小企業団体の高橋と申します。評価項目の中で，お聞きしたい部分がございます。

資料３の５番と６番について，受動喫煙の機会を有する者の割合の低下という項目の中で，職

場と飲食店があり，それぞれＣ評価とＤ評価です。資料２にも若干記載がございますが，どう

いった質問でどういった回答が返ってきているのか，質問の設定内容を教えていただければと

思います。 

 

（大内会長） 

それでは，事務局より説明願います。 

 

（事務局） 

ただ今の御質問ですが，県ではみやぎ２１健康プランという健康増進計画の評価に，５年に

１回実施する県民健康・栄養調査の結果を用いております。その中の健康調査として，アンケ

ート形式で２０歳以上の方を対象に実施しているものでございます。受動喫煙につきましては，

そのアンケートの中で，職場・飲食店・家庭の中で受動喫煙を有する機会を感じるかという設

問を設け，毎日感じる・時々感じるというような５段階の選択肢を設定し，毎日・時々感じる

と回答した方がこちらの数値となっております。以上です。 

 

（高橋伸委員） 

自身が務めている職場で分煙がきちんと進められている・いないなど，具体的な場面設定と

いうのはされていないということですか 

 

（事務局） 

自身以外の煙草の煙を吸う機会があったかという設問の中で，どこの場所であるかを設定し，

そちらが，職場・飲食店・家庭・その他という形式になっております。そして，殆どが，毎日

や，週に数回，時々というような形式で記載いただく内容になっております。職場がどのよう

な取組をされているかという点についてまでは，踏み込んでおりません。対象者としましては，

県内の５０地区を無作為で抽出させていただいておりまして，その中から更に無作為で世帯を

抽出させていただいているものでございますので，個人のおかれている状況というのはバラバ

ラな状況となっております。 
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（大内会長） 

その他御意見はございますか。 

第２期県計画の評価案ですが，こちらの案でお認めいただけますか。 

 

（異議無し） 

 

（大内会長） 

ありがとうございます。 

第２期県計画の評価については，第３期県計画にも密接に関係しますので，また御議論いた

だけるかと思います。 

それでは，議事（２）協議事項「第３期宮城県がん対策推進計画中間案（案）について」，事

務局より説明願います。 

 

（事務局） 

第３期がん対策推進計画の中間案（案）について，説明いたします。 

資料４を御覧下さい。国基本計画案と県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。 

１０月に国の第３期基本計画が閣議決定され，ワーキング部会で御審議いただいた案から国

計画の文書引用部分について，修正いたしました。また，事前にお配りした中間案（案）から，

死亡率や罹患率など最新の統計に更新させていただいた部分があることについて御了承願いま

す。 

なお，参考資料として統計・用語解説・策定の経緯を追加させていただいております。 

左側から第３期国計画，６月に開催いたしました協議会に提示した第３期県計画骨子案，今

回，提示する中間案，第２期県計画と並んでおります。国計画の構成を参考に，県計画に項目

を採用し，協議会の御意見を基に構成を変更いたしました。 

この構成案については，第１回協議会において，概ね御了承いただいておりますが，２点，

御意見をいただいておりました。参考資料６を御参照ください。いただいた御意見としては，

「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どうか，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，以上の２点です。 

これらについて,ワーキング部会で御審議いただき,ゲノム医療については，国基本計画に基

づき，（１）として記載し，（２）（３）（５）を第２期県計画にならって，１つの項目といたし

ました。 

緩和ケアについては，第 1回協議会において,「『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，医療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，骨子案のままの構成としております。 

資料５を御覧下さい。３回に渡り開催されたワーキング部会の審議結果を踏まえ，中間案（案）

を作成いたしました。専門分野として，小児がん分野において呉委員から，御意見をいただき

ました。中間案（案）全文は資料６，目標値一覧は資料７となっておりますが，資料５を用い

て全体的な説明させていただきます。 
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策定の趣旨ですが，こちらは計画の第１章に当たるところでございます。 国のがん対策推

進基本計画を基本とし，県内のがん患者に対するがん医療の提供状況等を踏まえ，がん対策の

総合的かつ計画的な推進を図るために策定するものであること，第２期県計画の評価を勘案し

て策定していることについて記載しております。 

計画の位置づけにつきましては，こちらの図のとおりでございまして，地域医療計画やみや

ぎ２１健康プランなどの各種個別計画と連携を図りながら，がん対策を推進することについて

記載しております。 

計画期間につきましては，平成３０（２０１８）年度～２０２３年度の６年間としており,

がん対策推進協議会において,進捗状況の把握を年に１回行うこととしております。 

現状としては，年齢調整死亡率（７５歳未満）は減少傾向で推移しておりますが,第２期県計

画の目標値の「２０％減少」には達成できませんでした。喫煙率やがん検診受診率の目標値が

達成できなかったこと等が原因として指摘され，予防に関する施策の充実が必要であることに

ついて記載しております。 

医療の状況につきましては，７つの拠点病院があり，質の高いがん医療を提供できる拠点と

して機能し，東北大学病院が，小児がん拠点病院として指定され，地域における小児がん医療

及び支援を提供できる拠点として機能していることについて記載しております。 

がん検診につきましては，その受診率は，全国的に高く，全てのがん検診において，国の目

標値５０％を超えておりますが，肺がん検診以外は，第２期県計画の目標値７０％に至らなか

ったことについて記載しております。 

目指す宮城のすがたとして，全体目標と基本方針を記載しております。全体目標は，国基本

計画と同様に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の３点といたしました。国基本計画では，死亡率に

関する目標値を設定しておりませんが，ワーキング部会で目標値は設定するべきとの御意見を

いただき，１０年で２０％減少に相当する「６年間で１２％の減少」を目指すことについて記

載しております。 

計画の構成といたしまして，①がん予防②がん医療の充実③がんとの共生の三本柱とし，こ

れらを支える基盤の整備として，がん研究・人材育成・がん教育を記載しております。また，

２期計画同様に計画推進のための役割を記載し，がん対策基本法改正を反映し，事業主の責務

などについて記載しております。 

施策の方向性については，資料５の２ページを御覧ください。第４章の分野別施策の取り組

みの方向性の主なものを記載しております。「１がん予防」につきましては，２項目となります。

（１）がんの１次予防の推進として，職場や飲食店などにおける受動喫煙のない環境づくりの

推進，「スマートみやぎ健民会議」を核とした生活習慣対策について記載しております。数値目

標としましては，「受動喫煙の機会を有する者の割合（職場０％・飲食店０％）としております。

（２）がんの早期発見，がん検診の推進としては，個別の受診勧奨・再勧奨など効率的・効果

的な方策の検討と実施について記載しております。数値目標といたしましては，がん検診受診

率は引き続き７０％以上，新たな数値目標として，精密検査受診率１００％としております。 

「２がん医療の充実」につきましては，７項目となります。（１）がんゲノム医療は新規項目

となります。がんゲノム情報の取扱い・県民の理解促進のための教育，普及啓発・環境整備の
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推進について記載させていただいております。（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充実，こちらにつきましては，

新たに免疫療法と支持療法が加わっております。 

なお，免疫療法につきましては，科学的根拠を有するという文言を明記しております。 

こちらの項目につきましては，標準的な手術療法，放射線療法，薬物療法等の提供体制，緩

和ケア，がん相談支援センターの整備，院内がん登録，キャンサーボード実施等の均てん化が

必要な取組について，拠点病院を中心とした取組の推進すること，がん診療連携協議会と連携

した，免疫療法に関する正しい知識の普及，患者の生活のＱＯＬを向上させるための支持療法

の普及，多診療科の参加による横断的キャンサーボードの一層の強化，について記載しており

ます。 

（３）がんのリハビリテーションの推進，こちらも新規項目となります。拠点病院を中心と

し，社会復帰や社会協働という観点も踏まえたがんのリハビリテーションの普及や体制整備の

推進について記載しております。 

（４）希少がん，難治性がん対策の推進，こちらも新規項目です。拠点病院や小児がん拠点

病院を中心とした，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，緩和ケ

アの充実について記載しております。 

（５）小児がん，ＡＹＡ世代のがん，高齢者のがん対策の推進，ＡＹＡ世代のがん，高齢者

のがん対策が加わった項目となっております。小児がん拠点病院を中心とした，がんゲノム医

療の活用等を含む診断・治療等，小児がん医療の提供体制の整備の推進，ＡYＡ世代のがん対策

として，国の動向を踏まえた，適切な診療体制の整備や多様なニーズに応じた情報提供，相談

支援・就労支援を実施できる体制整備の推進，高齢者の併存疾患に関する診療科との連携強化

など高齢者の診療体制整備の推進について記載しております。 

（６）病理診断の体制の強化，こちらも新規項目となります。拠点病院を中心とした正確か

つ適正な病理診断を提供する体制強化の推進について記載しております。 

（７）がん登録の推進として，がんに関する情報の適切な提供，関係機関と連携した普及啓

発の推進について記載いたしました。            

「３がんとの共生」につきましては，５項目で構成されております。 

（１）がんと診断された時からの緩和ケアの推進として，緩和ケアの提供体制の整備・充実，

診断時からの「苦痛のスクリーニング」を実施した定期的な確認による迅速な対処の推進につ

いて記載しております。 

（２）相談支援，情報提供として，治療の早期から支援を受けられるよう，がん相談支援セ

ンターの利用の促進，ピアサポートについては，必要に応じた研修内容の見直しとピアサポー

トの普及について記載しております。 

（３）社会連携に基づくがん対策・がん患者支援として，がん診療連携協議会と連携した地

域連携クリティカルパスの積極的な活用による切れ目のないがん医療提供の推進，病院と在宅

医療関係機関との連携体制整備など，地域の実情に応じた在宅医療・介護との連携体制構築の

推進について記載しております。 

（４）がん患者等の就労を含めた社会的な問題として地域における就労支援の関係者等で構

成する宮城県地域両立支援推進チームによる取組の推進，がん治療に伴う外見の変化等，がん
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患者・経験者のＱＯＬ向上に向けた課題の解決に向けた施策の検討について記載しております。 

（５）ライフステージに応じたがん対策の推進，こちらも新規項目となります。小児がん拠

点病院や「小慢さぽーとせんたー」を中心とした，小児・ＡＹＡ世代のがん患者の長期フォロ

ーアップについて，晩期合併症への対応，保育・教育・就労・自立・心理的課題に関する支援

を含め，ライフステージに応じて成人診療科と連携した切れ目のない支援の体制整備の推進に

ついて記載しております。また，本文において，特に高校教育については，入院中など療養中

においても，高校教育を受けることができる環境整備に向けた教育の充実について記載してお

ります。さらに，高齢のがん患者を支援するための，関係機関と連携した，患者と家族の意思

決定に沿った療養生活を支えるための体制整備の推進について記載いたしました。 

「３これらを支える基盤の整備」といたしましては，３項目となります。 

（１）がん研究の推進として，拠点病院と臨床研究中核病院等の連携の強化，臨床研究を含

めた治療選択肢を提供できる体制整備について記載しております。 

（２）人材育成の推進として，東北大学におけるがん診療に関する教育を専門的に行う教育

組織（講座等）の継続や東北大学が引き続き行う『東北次世代がんプロ養成プラン』による，

がん医療を専門とする医療従事者の養成，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

の育成の推進について記載しております。 

（３）がん教育，普及啓発の推進として，学校医やがん医療に携わる医師，がん患者・経験

者等の外部講師を活用したがん教育の推進について記載いたしました。 

目標値一覧は資料７を御覧ください。目標・ベースライン・目標値・データソース・参考と

して国の目標値の順に記載しております。 

網掛けになっている箇所は第２期県計画から追加または変更となった目標値です。全体目標

を変更し，引き続き年齢調整死亡率の目標値を設定しております。１３番の運動習慣ですが，

国計画に目標値が追加となっておりますので，同様に追加させていただいております。１５番

の精密検査受診率について，国計画に目標値が追加となっておりますので，県でも追加させて

いただいております。１６番のゲノム医療について，こちらは文言のみの追加となっており，

参考指標の設定はございません。１９番の病理診断ですが，こちらは項目が追加となっており

ます。２０番２１番のがん登録ですが，全国がん登録開始に伴いまして，参考指標を大幅に修

正しております。２６番のピアサポートですが，ワーキング部会において，ピアサポートの活

動の場などについて議論させていただきましたので，具体的な目標として研修受講延数と活動

する拠点病院数を指標に設定させていただいております。２８番の就労支援については，参考

指標が修正となっておりまして，拠点病院の事業活用数，協定企業数について記載しておりま

す。２９番のライフステージについては，新たな項目となっておりますが，小児がん拠点病院

等の相談件数を参考指標として記載させていただいております。３１番のがん教育については，

学校区分毎の実際にがん教育を実施している学校数について記載させていただいております。

以上です。 

 

（大内会長） 

ただ今，事務局より第３期宮城県がん対策推進計画中間案（案）について説明いただきまし
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た。お手元の資料４から８，そして，第１回協議会の主な意見として，参考資料６もございま

す。皆様からいただいた主な意見がこちらに書き込まれておりますので御確認ください。 

６月に皆様に県計画の骨子案を御審議いただき，国の基本計画が閣議決定したのがつい最近

の１０月２４日です。資料９に記載がありますように，本協議会の下にワーキング部会を設置

しまして，３回の会議を行っていただいております。２回目及び３回目については，第３期県

計画について十分に議論されたわけですが，第２回と第３回のワーキング部会の開催時期が８

月と１０月であり，国の閣議決定の前ということもございますので，若干のずれが生じており

ます。ワーキング部会で御議論いただきましたので，事務局の案に続きまして，ワーキング部

会部会長の石岡先生から追加発言をお願いいたします。 

 

（石岡委員） 

今，事務局から説明いただいたとおりですが，少し補足させていただきます。資料８を御覧

下さい。年齢調整死亡率減少に関する資料です。宮城県の死亡率の減少に関しては，平成２５

年度から平成２７年度まで，ほぼ横ばいになっております。第２期県計画の目標である減少の

傾斜ですが，点線で示しております。平成２７年度は７１．８と目標達成には至っておりませ

ん。第３期に関しては，国では，目標値の具体的数値をいれておりませんけれども，宮城県は

積極的に入れようということで，死亡率減少の傾きを一緒にして，現在の７７．３から，６年

後の平成３３年度にどのくらいになるかということを見越して６８という目標を提案したとこ

ろでございます。 

そして，喫煙のところですが，昨今新聞等でも報道されておりますとおり，国の方でもがん

対策基本計画が確定した段階で，受動喫煙等の割合について別途設定するということで，具体

的な内容を記載しないという状況になっていました。宮城県としては中間案（案）でお示しし

ましたように，資料７の項目５から７ですが，３％・０％・０％という形で，これはかなり議

論いたしましたが，職場及び飲食店において受動喫煙の機会を有する割合をなくすということ

は０％にするということで，このように本協議会に提案させていただいたものでございます。 

また，ゲノム医療につきましては，第１回協議会において参考資料６のとおり各委員から様々

な御意見をいただいたところでございます。私は，第１回協議会を欠席しておりましたので，

第１回のワーキング部会において各委員の先生や事務局から説明いただきました。ゲノム医療

に関しては，項目の１番最初に記載するのは時期尚早ではないか等の意見がございましたが，

最終的には国と同様に１番最初に記載することといたしました。こちらにつきましては，今年

度，厚生労働省において，がんゲノム医療推進タスクフォースというところが報告書を作成い

たしまして，これに基づき厚生労働省の健康局でがんゲノム医療中核拠点病院を年度内に１２

拠点病院程度指定するということが既に決まっております。また，ゲノム医療に関する社会実

情については，１年半後の平成３１年の診療報酬改定に合わせてパネル遺伝子検査が保険収載

されるという目標に向かって先進医療Ｂが間もなくスタートするということになっております。

実際，がん診療連携拠点病院の指定要件にも，がんゲノム医療の普及というところが具体的に

記載される予定ですので，今後６年間の第３期県計画も国に合わせた形でがんゲノム医療を前

の方に持ってこないと，国民の視点あるいは国民の要望には答えられないだろうという議論に

なりまして，国と同様に２（１）に記載したところでございます。 
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私からは以上です。よろしければ，大内会長には，他のワーキング部会の委員の御意見を聞

いていただければと思います。 

 

（大内会長） 

ワーキング部会においてもかなり議論がなされたところと伺っておりますが，ワーキング部

会に委員として参加されていた委員の方から，他に御意見がありましたらどうぞ。丹田委員ど

うぞ。 

 

（丹田委員） 

追加の提案があります。 

中間案の１７ページ１８行目に，１２％減少させることを目標とします，と記載されており

ますが，目標値である６８．０を明記した方がよろしいかと思います。 

 

（大内会長） 

丹田委員から，資料６の１７ページ中段に６８．０という目標を明記した方が良いという提

案がありました。 

橋本委員どうぞ。 

 

（橋本委員） 

６８．０とするという目標値は良いかと思いますが，これまでの年齢調整死亡率の減少のカ

ーブが，平成２５年から横ばいになってほぼフラットになっております。こういった計画値と

いうのは，どのような目標値でも起こりうることかと思いますが，大体最初の方は早く進み，

段々鈍くなってフラット化します。そうすると果たして，第２期県計画で設定している傾きと

同じ傾きにして，現在値から算定することが妥当であるのかどうか，その妥当性については，

何か根拠となるものがあるのでしょうか。あるいは，どうしてフラットになっているかという

ことも検討した上での数値としたのでしょうか。 

 

（大内会長） 

これは，国の計画において１０年間で２０％減ということに対しての６年間の減少率でしょ

うか。 

 

（石岡委員） 

国は第３期計画において，具体的な数値を入れておりません。年齢調整死亡率の現状が直近

値で７７．３で，それを６８．０にするということが，傾斜でいうと１２％減少するというこ

とですが，橋本委員が指摘された何故同じ傾斜にしたのかという点に関する科学的根拠はあり

ません。前の計画と同様に進めていきたいという意思表示になります。 

なお，平成２５年から平成２７年の３年間で横ばいになっている理由ですが，これはおそら

く解析していないので不明です。 

数値が低くなっていけば当然，更に低下させることは難しくなっていくと思われます。年齢
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調整死亡率の高い都道府県においては，対策を講じればある一定の幅で下がってくるだろうか

とは思いますが，宮城県のように，全国的にみてもそこまで悪くない年齢調整死亡率の場合は，

目標達成がより困難であろうということも当然理解できます。しかし，全体目標としては厳し

い方にしたいというワーキング部会の総意として御理解いただけたらと思います。 

 

（大内会長） 

事務局に確認ですが，全体目標において，６８．０にするという文言を書き加えることは可

能でしょうか。 

 

（事務局） 

可能ですので書き換えさせていただきます。 

 

（大内会長） 

他にワーキング部会の委員の先生で御意見のある方はいらっしゃいますか。 

資料７で，参考として国の目標値を記載しております。ここに記載されていないものがござ

いまして，先ほどの年齢調整死亡率についてもそうですが，国で記載していないものを敢えて

記載しているものがございます。喫煙の項目などいくつかございます。こういったことも踏ま

えて，本日の協議会では皆様からの御意見をいただきます。大まかなスケジュールとしては，

本日の皆様からの御意見をとりまとめた上で，パブリックコメントをかけまして，来年の２月

に予定しております第３回協議会で最終案の審議を行うという流れになります。そこで，国の

目標値等も踏まえまして，事務局で考えている案についてここで述べることも可能ですが，事

務局から何かございましたらどうぞ。 

 

（追加資料配付） 

 

（事務局） 

事務局から目標値について提案させていただきたくお時間を頂戴いたします。今お配りしま

した提案資料について説明させていただきます。ワーキング部会から目標値を提案いただきま

したが，別に事務局案を２点提案させていただきます。 

まず，喫煙（受動喫煙）の目標値についてですが，国の第３期基本計画の策定においては，

「受動喫煙の目標値は０％」との意見がありましたが，健康増進法の改正との調整の関係で，

受動喫煙の目標値の設定は見送られ，別途設定するという通知をいただいております。 

宮城県における受動喫煙の状況はグラフのとおり改善していない状況であり，現在の進捗状

況から，飲食店の受動喫煙の目標を０％とすることは困難な状況であると考えられます。 

しかし，社会情勢やスマートみやぎ健民会議の推進や健康増進法の改正やオリンピック開催

に向けた環境整備を考慮しますと，受動喫煙対策が加速することが予測されることから「５％

以下」とすること提案します。 

がん検診精密検査受診率につきましては，宮城県では，すでに９０％を超えるがん検診があ

り，乳がんにおいては９７．８％であることから，「１００％」と提案いただいたところですが，
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転出や死亡などにより，精密検査の受診の有無やその結果の把握が困難となるケースがあるこ

とから，全てのがん検診で１００％とすることは現状では困難な状況と思われます。事務局案

といたしまして，国の第３期基本計画よりも高い「９５％以上」を提案いたします。 

 

（大内会長） 

ただ今事務局から，目標値について提案がありました。２点ありまして，１点目は，受動喫

煙に関する目標値の考え方についてです。閣議決定に至る前に，国のがん対策推進協議会にお

いても議論があり，厚生労働省においても可能な限り数値目標を記載しようとしたことについ

ては，皆様御存知のとおりと思います。それが閣議決定までいかなかった，あるいは，最終結

論に至らなかったということは記憶に新しいことかと思います。宮城県において，喫煙は大変

大きな問題でありまして，かねてから成人喫煙率が高い，また，受動喫煙についても取組がま

だ甘いのではないのかと，ワーキング部会においてもかなり踏み込んだ議論がなされたようで

す。０％と目標を掲げておりますが，６年後に必ず評価を受けることになりますので，目標値

として本当に達成できるかということも考える必要がございます。事務局としては，目標値を

可能な限り達成可能な数値で設定したいという考えがあるようでこのような提案になっている

かと思いますが，まず，この点について皆様から御意見をいただきたいと思います。いかがで

しょうか。 

吉田委員どうぞ。 

 

（吉田委員） 

ただ今の提案を受けて，第２期県計画では５年間で殆ど横ばいで達成できなかったというこ

とで，これからの６年間を本気になって達成しようとしたときに，５％と０％でどれくらいの

違いがあるのかと感じました。私事で大変恐縮ですが，カナダに住んでいる息子に，カナダの

飲食店での受動喫煙はどうか尋ねたところ，カナダは大変厳しく，罰金が科せられるというこ

とでした。そのようなことを考えること，日本も厳しくしても良いのではないかと思い，０％

にすべきかと思います。 

 

（大内会長） 

他に御意見はいかがですか。石岡委員どうぞ。 

 

（石岡委員） 

ワーキング部会の先生方と議論して，０％にした経緯がございます。私は所用で欠席しまし

たが，先月，宮城県地域医療計画策定懇話会が開催され，その議事録や資料が送付されました。

その中で，受動喫煙のない環境を推進するという記載があります。そことの整合性を考えた際

に，がん対策推進計画で，目標が低く設定されてしまうと，県の別の施策も緩んでしまう関係

になってしまうのではないかと思います。がん対策推進協議会のメンバーとしては，目標値は

あまり下げたくないと考えております。 

そして，先ほど吉田委員から御発言がありましたとおり，０％でも５％でも，現況より高い

目標であり，そこまで達成できれば，実質的にはかなりの成果だと思います。しかし，５％と
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いう，許容できるものが含まれる数値にしてしまうことで，飲食店が，自分のお店はその５％

であるという理解になってしまうことが懸念されます。また，行政としても，施策を検討する

上で，０％と５％ではかなり違うのではないかと思います。宮城県は，東京都のように条例を

制定しておりませんので，条例のない宮城県は，せめて目標値を高くしても良いのではないか

と思いますし，ワーキング部会の総意といえると思います。以上，補足させていただきました。 

 

（大内会長） 

県のがん対策推進計画の中に，この数値目標を書き込むかどうかという点が１つ，そして，

記載した場合に何％とするかということが２つ目の点になるかと思います。先ほど国の動きに

触れましたが，おそらく国においても，関係する各省庁の問題があるかと思います。宮城県に

おいても，本協議会は保健福祉部所管でありますので，保健福祉部長の意向もあると思います

が，関係する他の協議会等もあるかと思います。具体的には，みやぎ２１健康プランですが，

仮に本協議会で目標値設定を０％とした場合の影響というのは，どのようになりますか。 

 

（事務局） 

今年度，みやぎ２１健康プランの中間評価の年になっておりまして，そこで，この県民健康

栄養調査のデータを基に，みやぎ２１健康プランの平成３４年までの目標値を定めることとな

っております。しかし，みやぎ２１健康プランの協議会ががん対策推進協議会よりも遅れてお

りまして，まだ，煙草に関する目標値が，定まっていない状況でございます。みやぎ２１健康

プランと足並みを揃えるというのがベストかとは思いますが，こちらの協議会が先行するとい

うことが良くないというものではございません。 

 

（大内会長） 

本協議会において議論を深めていくということもあって然るべきですし，先ほど申し上げま

したとおり，本協議会において決まったことについては公表いたしまして，パブリックコメン

トをいただくことになるかと思います。皆様から御意見はございますか。高橋委員どうぞ。 

 

（高橋伸委員） 

先ほども，受動喫煙の部分で，質問させていただきましたが，実現可能な目標値ということ

であれば，今提案のあった５％という数値も理解できますが，それに向かって進めていくとい

う目標として０％ということであれば，反対するものではありません。また，現況値として記

載されている数値の取り方として，感覚ではなく，我々事業者として具体的にどのような対策

をとればいいのかということが必要となります。職場におけるハラスメントにも関係しますが，

受け手側の主観によって左右されてしまうということと，仕事上飲食を伴う場合，非喫煙者を

喫煙可能な場所に無理矢理つれていくことであるとか，また，そのような環境が職場にあるの

かないのか，これらを含めて，事業者として受動喫煙の防止ということを図っていく必要があ

るものと感じております。このため，目標値は０％，ただ，どういったことを達成していれば，

これをクリアできるのか，明確な答えが事業者としては必要となりますので，目標値の議論よ

りも，どのような調査を行えば，現況値よりも改善するのかということをしっかりと把握して
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いきたいと思います。 

昨今受動喫煙の問題がこれだけ騒がれております。もちろん非喫煙者に対しても，道路に例

えてしまうと，ちゃんと横断歩道を渡っていて事故にあったのか，それとも無理矢理車が通っ

ているところに連れて行かれて事故にあったのか，また，そんな意識もなく，車が通る道路に

出て行ってしまったのか，そのような背景も区別しないと，事業者側としては，明確に線を引

けない，判断ができないということが生じるかと思います。 

飲食店で，目標値を０％にしたとしても，全ての飲食店で０％にするということではないで

すよね。なので，私がこれまで言ったことと，目標値としての０％ということは，分けて考え

てもいいのではないかと思います。 

 

（大内会長） 

全ての飲食店において受動喫煙を０％にするという意味は含まないということでよろしいの

でしょうか。また，そこで関係する経済産業部等との関連部署との関係性については，踏み込

まなくてよろしいでしょうか。 

 

（石岡部会長） 

受動喫煙と，職場や飲食店で全面禁煙にするということは，全く別の議論ですので，受動喫

煙がないということは，非喫煙者が受動喫煙しない環境を１００％作るということだと理解し

ております。これは補足ですが，喫煙者にとっての受動喫煙という問題についても，アメリカ

では最近議論されておりまして，喫煙者で１日５本しか煙草を吸わない人が，職場で受動喫煙

する環境にあれば，１０本吸ったことになると，そのようなこともあります。 

この問題というのは，今議論されている職場で全面禁煙にするかどうかということと全く別

の目標として必要だと思います。 

 

（大内会長） 

ただ今の御意見について，事務局から何かございますか。 

 

（事務局） 

事務局で提案させていただきました，（２）のデータにつきましては，先ほど申し上げました

とおり，県民の無作為抽出でアンケート方式で調査させていただいているものございますが，

そのアンケートの中で飲食店に行った場合に，その飲食店が煙草を吸うことのできる環境であ

れば，この数値が０％になることはないと思いますので，現状といたしましては，０％にする

ということは困難な状況と考え５％と提案させていただきました。 

 

（大内会長） 

参考資料４に国の計画がございます。７ページに，取り組むべき施策が記載されており「受

動喫煙の防止については，オリパラ基本方針も踏まえ，受動喫煙防止対策を徹底する。」と記載

されております。しかし，数値目標はありません。本県の中間案（案），資料６ですが，２０ペ

ージにも同様の記載がありまして，「職場や飲食店などにおける受動喫煙のない環境づくりを推
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進します」という文言が記載されております。文言としてはかなり踏み込んでいると思います。

あとは数値目標を記載するかしないかという議論になるかと思います。 

 

（石岡委員） 

ワーキング部会では，先ほど申し上げたとおり，０％という意見です。また，数値目標とし

て５％という記載の方がより踏み込んでいるのか，それとも，国の第３期基本計画の書き方と，

どちらの方が有効かという議論もあるかと思います。その辺はいかがでしょうか。 

 

（大内会長） 

国も，目標設定できなかったところでございますが，現場としては様々な問題が生じてくる

わけです。その辺について，事務局から情報源があれば，お示しいただければと思います。ど

こと折衝をするべきなのか，また，条例を定めている都道府県もございますので，県条例まで

踏み込むべきなのか，本県の動きはいかがでしょうか。 

 

（事務局） 

本県につきましては，現段階で，受動喫煙防止のための条例を策定する段階には至っており

ません。それを踏まえまして，県といたしましては，この２０ページに記載しておりますよう

に，手挙げ方式にはなりますが，職場や飲食店が自ら受動喫煙のない環境を整備するという受

動喫煙防止宣言施設登録制度を普及して参りたいと考えております。 

 

（大内会長） 

それでは，目標値を設定するかしないかですね。橋本委員はいかがでしょうか。 

 

（橋本委員） 

これを，０％とした際に，この宮城県としての計画に対して，議会などから，反対意見は出

てくるものなのでしょうか。このようなところも，考えていく必要があるのではないかと思い

ます。私自身の考えとしては，石岡委員がおっしゃるように，本協議会としてその決意を表す

ということで，年齢調整死亡率と同様になかなか達成が難しいかもしれませんが，目標を高く

設定するという意味であればそれはそれでも良いのではないかと思います。 

しかし，この計画を宮城県が所管する協議会で審議したものとして出した際に，現実問題と

して果たしてそれが良いものなのかどうかということが判断しかねておりました。 

 

（事務局） 

事務局提案としてお示しさせていただいております資料の（３）の考え方にも記載しており

ますが，現段階で０％にするということは，かなり困難な状況でございます。しかし，今，宮

城県においても煙草は問題としてかなり取り上げられておりますので，その点につきましては，

産官学連携の会議であるスマートみやぎ健民会議との連携や，健康増進法の改正も踏まえまし

て，本協議会の皆様の御意見を，パブリックコメントをいただく前に部として再検討させてい

ただきたいと思います。 
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（丹田委員） 

この計画自体は，県議会で，議論されることはないのでしょうか。他の県の先生とお話しす

ると，やはり県議会で協議をされコンファームされるという話を伺いましたが，このスケジュ

ールを見る限りではそのようではないかと思いましたので，いかがでしょうか。 

 

（事務局） 

中間案についても１２月に県議会に諮った上で，パブリックコメントを行うという流れにな

ります。３月には最終案として県議会に諮り，最終的に公布するという流れになります。 

 

（丹田委員） 

わかりました。私も石岡委員の意見に賛成です。確かに，５％は難しいだろうとは思います

が，０％と表記して，県議会やパブリックコメントや県議会にかけていただくのが良いかと思

います。また，２１健康プランに関する議論がまだなのであれば，それはを反映させて，２月

の協議会で再度議論するのも良いのではないかと思います。 

 

（大内会長） 

それでは，受動喫煙の目標値の考え方については，目標値を設定するかどうかということに

関して，事務局の方で精査していただき，会長である私と相談させていただきたいと思います。

その上で，パブリックコメント等で可能な限り意見を募り，次回，皆様に諮りたいと思います。

よろしいでしょうか。 

それでは，事務局資料の２ページ目ですが，がん検診精密検査受診率の目標値についてです。

国で定めている精検受診率は９０％ですが，これを，本県では，子宮頸がん，乳がん，胃がん

が超えております。そういったこともあり，１００％と定められたと思うのですが，現時点で，

精密検査受診率１００％というのはかなり困難なこととなります。このことについては，国も

重々承知で，がん検診のあり方検討会でも，かなり踏み込んで９０％という目標設定にしたも

のです。 

さすがに，１００％ということになりますと，住所の変更であるとか，姓名の変更で追跡不

能になることがあり，１００％を達成することが困難な状況です。 

このことについて，皆様からの御意見をいただければと思います。 

 

（渋谷委員） 

私もワーキング部会の委員として，目標値の１００％に賛成した１人でございます。その理

由としては，乳がんが９７．８％と驚異的な精検受診率になっておりまして，９５％ですと，

それよりも下がってしまうということで，９８％とするよりは，１００％とする方が良いであ

ろうということで，１００％といたしました。しかし，事務局の提案にございますように，転

出や死亡により，結果把握が困難となるケースがもちろんありますし，また，職域検診などに

おいて，１次検診は対がん協会で実施しますが，精密検査の結果把握は職場で行うことがあり，

個人情報ということで，情報を出していただけない場合がございます。 

このため，現実問題として，１００％というのは難しいものでありますので，決意だけでな
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く，理論的にその目標値として根拠を問われることもあるかと思い，理論的に１００％は無理

ではないかということで９５％というのも１つの考え方ではないかと思いました。 

 

（大内会長） 

渋谷委員からの御発言でした。いかがでしょうか。 

これは，国でも目標値設定をしておりまして，それよりも５％高い目標値となっております

ので，決して悪いことではないと思います。よろしいでしょうか。 

それでは，それ以外の分野でも御意見をいただきたいと思います。特に，緩和ケアの件，小

児がんの件について御意見をいただきたいと思います。 

緩和ケアについて，中保委員から，何かございますか。 

 

（中保委員） 

特にありません。 

 

（大内会長） 

それでは，小児がんについて，呉委員お願いいたします。 

 

（呉委員） 

まず，小児関係，特に今回はＡYＡ世代のことが問題になっているかと思います。資料６の６１

ページの文言で，前回の案ですと，高等教育という文言も入っておりませんでしたので，今回

入れていただいたのは，前進かと思います。 

ただ，国の計画案の６６ページを見ますと，非常によく似た文言がありますが，二箇所で違

っております。一箇所は，県の中間案では，「環境整備に向けた検討を行い」とありますが，国

では，「環境の整備を行い」となっている箇所です。また，二箇所目として，県の中間案では「療

養中の生徒に対する教育をより一層」となっており，国の計画案では，「療養中の生徒に対する

特別支援教育をより一層」となっている箇所です。このように，国の方がより具体的に書かれ

ております。国の目標よりも，県の目標をぼやかして書くというのは，容認できかねます。環

境整備に向けた検討ではなく，充実していただきたい，ということと，また，教育という言葉

でぼやかさずに，特別支援教育をされるのであればその旨明記してください。 

もう一点は，個別目標について，資料７のナンバー２９になります。小児がん拠点病院にお

ける相談件数と，小慢さぽーとせんたーにおける相談件数という非常に似た目標が挙げられて

おりますが，入院中の高校生が受けた授業日数など，教育を受けた実を示すような具体的な目

標を指標として掲げていただきたいと思います。以上です。 

 

（大内会長） 

貴重な御意見ありがとうございました。事務局から回答願います。 

 

（事務局） 

国の第３期基本計画と第３期県計画の記載している文言の違いという点につきましては，高
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校教育を担当する部署と再度調整させていただきたいと思います。また，目標値につきまして

は，入院中の生徒が授業を受けた日数ということでよろしいでしょうか。 

 

（呉委員） 

現時点で０ですので，今後増えていくばかりかと思います。 

 

（事務局） 

この点につきましても，併せて検討させていただきたいと思います。 

 

（大内会長） 

それでは，訂正すると言うことでお願いいたします。 

その他に全体を通じて，御意見はございますか。 

 

（菅原委員） 

全体の中で，高齢者のがんについて，現状であるとか取り組みの方向性というのは，この内

容でよろしいかと思いますが，個別目標について高齢者の目標値が全くない状況です。何を目

標値にしたら良いのか，難しいところではありますが，個別目標に記載がないと，具体的に評

価したりというのが，全くできないかと思いますので，高齢者の対応であるとか，相談がどの

くらいの件数あるのか把握しながら，変化をみていくことも必要ではないかと思いました。高

齢者の相談というのは，個別目標一欄のナンバー２４,拠点病院での相談件数と重なる部分はあ

るのですが,特に７５歳以上の高齢者の意思決定であるとか,家族への対応というのが,今後問

題になるということを国でも宮城県でも意識しておりますので,７５歳以上のがん患者の相談

件数を別途ここで把握しながら,高齢者への対応を考えられるような指標が,あると良いのでは

ないかと思います。 

 

（大内会長） 

ただ今，菅原委員から，高齢者に関する指標の設定について御意見をいただきましたが，事

務局から何かございますか。 

 

（事務局） 

がん相談支援センターの実績などこちらで拝見しておりますが,５歳階級別の件数を把握し

ておりませんので,そういったところも踏まえまして,今回新たに追加された項目については国

の動向を踏まえて整備する,というように記載させていただき個別の目標値を設定しておりま

せんでした。 

 

（大内会長） 

確認ですが，菅原委員の御質問は，中間案の６２ページの記載内容について，もう少し掘り

下げていただきたいということでよろしいでしょうか。 
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（菅原委員） 

個別目標の中に高齢者の項目も何らかの形で入れていただきたいという趣旨です。今は把握

できていないというのはわかるのですが，今後の方向性として，指標として挙げることはでき

ないのか検討いただきたいところです。 

 

（大内会長） 

これは検討できますよね。それでは，国の資料等を踏まえて，次回までに原案を出していた

だくようお願いします。 

 

（石岡委員） 

ワーキング部会でその部分について目標を立てませんでしたので，菅原委員の意見は大変参

考になりました。是非そのようにしていただきたいと思います。国の計画案の６７ページに記

載がありますが，高齢者に対してどういったがん医療を提供したら良いかということは，実は

何も決まっておりませんで，これは研究として実施していくということになろうかと思います。

実際に学会などもできておりますし，６７ページの書きぶりを見ていただくとわかるように，

国が何をするかということが記載されておりまして，地域に何をしてほしいかということは何

も設けていない状況と理解しております。国ですべきことが決まらないと，都道府県で何をす

べきかわからないというのが，消極的な理由ではありますが，今の状況かなと思います。 

 

（大内会長） 

そのようなことを踏まえて「国の動向を踏まえて整備していく」という記載内容になったの

だと思います。今石岡委員が言われたように，現在，国では，希少がん，小児がん，ＡYＡ世代

のがん，そして高齢者のがんについての研究が，多く出ているわけですが，まだまだ方向性が

定まっていないところでありまして，できる範囲で，県の計画に書き込むということでよろし

いでしょうか。 

それでは，髙橋委員お願いします。 

 

（髙橋修子委員） 

私の方から，ピアサポーターとして実際に活動させていただいているサバイバーの一人とし

て，現状と課題をお話しさせていただきたいと思っております。 

資料７のところに，ピアサポーター研修受講者数，そして，ピアサポーターが活動する拠点

病院の増加と大まかに記載されております。実際に私が，ボランティアとして関わっている中

で，現状と課題が多くあるという状況も踏まえまして，「増加」という言葉でひとくくりにされ

ているのは疑問に感じました。 

私は現在，東北大学病院，石巻赤十字病院，大崎市民病院の３箇所で，それぞれ乳がんサロ

ンや，茶話会にピアサポーターとして関わらせていただいております。 

東北大学病院の茶話会では，４月から月に１回開催されておりますが，がんサロンゆいの方

と，ファシリテーターとして参加させていただいております。 

また，石巻赤十字病院では，ブレストセンターがございますが，４月から週に２回のペース
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で乳がんサロンが開催されておりますので，石巻の患者会の代表の方と交互に参加させていた

だいております。 

それから，大崎市民病院では，がんサロンということで，週に１回のペースで担当しており

ます。大崎市民病院では，３年間ピアサポートとして活動しておりますが，その中で，効果と

言いますか，気づいた点が３点ございました。 

患者目線に立った相談や気持ちの共有というのが，患者さんのケアにつながったということ，

日々の生活の中での身近な情報を提供することができるというのはピアサポーターにしかでき

ないことではないかということ，それから，がんサロンというのが，ご自身の受診される日や，

本当に困ったと感じたタイミングで相談できる常設された場所になりますので，そういった場

所があるということが良いと感じました。 

また，ピアサポートを行っていて気づいた問題点ですが，この問題点こそが考えていただき

たい点になります。ピアサポーターの必要性というのを，病院や地域などに理解していただく

ことがとても難しいと感じております。そして，ピアサポートの役割について，自分でもどの

程度まで関わって良いのかというラインがまだ定かではありませんので，自分で考えながら活

動している状況です。そして最後に，必要なスキルを磨く研修の場が少ないということです。

このため，今は，自分で手探りで勉強している状況です。 

ピアサポートが必要であるということについては，がん患者会・サロンネットワークみやぎ

において，現状と課題なども織り交ぜながらお伝えしているところではありますが，具体的に

進めていく上での課題，それがまだ，どのようにしていけば良いのかわからないということに

なります。 

私なりに分けてみてみますと，ピアサポーター自身は，やはり患者であるとか体験者である

からピアサポートができるかというと，それは難しいと考えております。現在，宮城県対がん

協会で主催している育成研修というものがございますが，それは１日４時間の２日間で研修が

終了し，修了書をいただけるのですが，受講してすぐに，現場で的確な対応ができるかという

とこれも疑問に感じております。やはり，ピアサポーター自身の質を挙げなければいけない，

そして，一定のレベルで，患者さんやご家族への対応ができるようにならなければならないと

いうことはピアサポーター自身も必要と感じているところでございます。そのような人材の育

成が課題になるのではないかと思っておりますので，個別目標のピアサポート研修の受講者数

を増やしたいという思いはありますが，研修内容の見直しなど，実際に相談対応がすぐにでき

るような質まで上げていただけるような，内容にしていただきたいと思います。 

それから，ピアサポーターが活動する拠点病院の増加ということで，平成２７年度データで

は２機関と記載されておりますが，実際は３機関にボランティアとして参加させていただいて

おりますし，仙台医療センターでマンマサロンというのがありまして，そこにも研修を受けた

ピアサポーターさんが２ヶ月に１回対応しているということを伺っております。このように，

活動する拠点病院数は増加しているのですが，病院としては患者さんが患者さんの対応をする

ことで，トラブルが発生した際の責任の所在が不明確ということもあり，なかなか受け入れが

たいということがあるのかなと私自身も思います。そして，ピアサポーター自身もどの程度の

相談対応能力があるのかわからないですし，それを確認する公のチェック機能もありません。

このため，増える状況でないというのも当然の状況ではないかと思います。このことは，ピア
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サポーターと病院とで共通していることになりますが，やはり公的に認定されていれば，そし

て，ピアサポーターの質を一定レベルまで上げるための研修がきちんと整備されていれば，そ

の必要性について病院にも理解していただけると思いますし，ピアサポーター自身がノウハウ

を自覚した上で相談対応に従事できるのではないかと思います。 

このため，個別目標については，ただ単なる増加ということではなく，研修内容の見直しと，

病院側の理解というようなところについても踏み込んで，今後相談支援体制の整備に力を入れ

ていっていただければと思います。以上です。 

 

（大内会長） 

髙橋委員から，資料６の５１ページから５２ページにかけて，ピアサポートに関する具体的

な内容の記載について踏み込んで記載していただきたいとの御意見をいただきました。実際に

ピアサポーターが活動する拠点病院数としては，３でよろしいのでしょうか。 

 

（髙橋修子委員） 

現在は，東北大学病院と石巻赤十字病院と大崎市民病院，そして仙台医療センターも実施し

ておりますので，４機関かと思います。 

 

（大内会長） 

例えば，この個別目標の中で増加となっておりますが，全機関というような文言にした方が

良いでしょうか。 

 

（高橋修子委員） 

全拠点病院でピアサポーターが活動できれば，患者さんにとっても良いのではないかと思い

ます。 

 

（大内会長） 

拠点病院としては体制づくりを急ぐべきかと思いますが，事務局はいかがでしょうか。 

 

（事務局） 

５２ページを御覧いただければと思います。１５行目から，国の計画から抜粋して文言を記

載しております。国において，現在，ピア・サポートの実態調査，効果検証を行っており，３

年以内に研修を見直すとしておりますので，それらを受けて，研修の見直しを行っていくもの

と考えこのように記載いたしました。 

ピアサポーターが活動する拠点病院数については，現況報告で報告いただいている数であり

まして，石巻赤十字病院と大崎市民病院の２機関であります。記載方法等につきましては，検

討させていただければと思います。 

 

（大内会長） 

他に御意見はありますか。 
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（瀬戸委員） 

中間案の５４ページですが，我々薬剤師が関係するところでみますとこの部分だけかなと思

っていますが，３５行目，「訪問薬剤管理指導薬局数については増加し，サービス提供体制が推

進されています。」ということですが，数が増加したからサービスが良くなったというわけでは

なく，質の向上に向けた取組というのももう少し入れていただければ良いかと思います。 

目標値に関しては，質に関する指標というのもなかなか難しく，数の増加ということでも良

いかと思います。 

 

（大内会長） 

文言修正について，事務局の方でよろしくお願いいたします。 

他に御意見ございますか。よろしいでしょうか。 

それでは，中間案としてこの内容でお認めいただけますでしょうか。 

 

（異議無し） 

 

（大内会長） 

ありがとうございました。本日の議事の４その他でございますが，皆様から特にございませ

んでしょうか。 

 

（事務局） 

一点だけ，修正をお願いしたい箇所がございます。資料６の４５ページを御覧下さい。がん

登録に関する箇所ですが，上段に注釈を記載しております。２つ目の注釈に関して，M/Ｉ比と

記載すべきところを，誤ってＩ/M 比と記載しております。正しくは M/Ｉ比でございますので，

修正をお願いいたします。以上です。 

 

（大内会長） 

では，議事については以上で終了いたします。進行を事務局にお返しいたします。 

 

（司会） 

大内会長，議事の進行ありがとうございました。また，委員の皆様，御審議ありがとうござ

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。 


