
平成 27 年度 第１回横浜市がん対策推進計画策定検討部会 議事録 

日  時 平成 27 年８月 17日（月）19時から 21時まで 

開催場所 関内新井ビルディング４階 横浜市医療局会議室 

出席者 赤池 信、市川 靖史、緒方 真子、杉浦 由美子、永田 博司、堀元 隆司、 

物部 博文、山形 光正、山邊 鉄也 

【五十音順、敬称略】 

欠席者 太田 恵蔵【敬称略】 

開催形態 公開（傍聴者０人） 

議  題 １ 委員紹介 

２ 議事 

(1) 検討にあたっての参考資料説明 

(2) 検討事項 

 ① 横浜市がん対策推進計画の策定について 

② 横浜市がん対策推進計画（仮称）骨子について  

(3) その他 

決定事項 ・横浜市がん対策推進計画の策定についての考え方やスケジュールは【資料１】の

とおりとする 

・今回の議論を事務局でまとめ、次回委員会において、フィードバックする。 

議  事 

 

 

１ 委員紹介 

・横浜市保健医療協議会会長より部会長に指名された赤池部会長からご挨拶 

・事務局から各委員をご紹介、各委員からご挨拶 

 

２ 議事 

(1) 検討にあたっての参考資料説明 

（事務局） 

参考資料にいて報告【参考資料】 

 

(2) 検討事項 

 ① 横浜市がん対策推進計画の策定について 

（事務局） 

計画策定の趣旨、計画の考え方、計画策定スケジュール等について説明【資料１】 

 

○赤池部会長 計画期間は平成 28年度～平成 30年度の３か年となるがよろしいか。

部会のスケジュールや開催予定回数にご意見はないか。 

 

⇒意見なし、【資料１】のとおりとする 

 

4



② 横浜市がん対策推進計画（仮称）骨子について  

（事務局） 

横浜市がん対策推進計画（仮称）骨子について説明【資料２】 

 

＜第１章関連＞ 

○赤池部会長 

 では、まず第１章の基本的な考え方ですが、計画策定の趣旨、計画の位置付け、

計画の期間、目標及び達成時期の考え方、計画の進行管理ということです。 

ご意見以外に質問事項でも結構です。こんな資料がさらに欲しいということの確

認とか、要請でもいいかと思いますので、まずはご意見をいただければと思います。 

 趣旨については特に異論はないかと思いますが、よろしいですか。 

－異議なし－ 

 

計画の位置付けは計画の期間と一緒かと思いますが、最初のところでご説明があ

りました３年間28、29、30年度ですか。それで29年度には国の新しい計画に合わせ

て、30年からの計画としてまた検討を加えていくということですね。需要とかいろ

いろな面で変わる部分もありますので、年々状況に合わせて変化していくのはいい

ことかと思います。 

また、横浜市もやはり神奈川県や国の動向を見ながら、ということになると思い

ますので、その辺で柔軟に対応なさるでしょうし、検討も加えていくと思われます。 

 目標及び達成時期の考え方というのは、どこかに書いてありましたか。 

○杉浦課長 よこはま保健医療プラン2013で、がん検診についてのみ年次目標が掲

げられています。４ページでございます。こちらに、平成22年時の現状と、28年ま

でのがん検診の目標値が記載されています。これは、先ほど申しました国民生活基

礎調査の目標値の胃と肺と大腸につきましては検診率40％、乳がんと子宮がんにつ

きましては検診率50％が目標となっております。 

今回、仮に平成30年度までの計画になった場合ですが、基本的にこの28年度の目

標値はそのまま移行するしかないと思っております。次に国民生活基礎調査の値が

出てきますのは31年度ですので、30年度の目標値はつくれないと思っております。

これ以外の部分につきましては、ある程度30年度を見据えつつ、目標値をつくって

いきたいと考えています。 

○赤池部会長 この基本的な考え方の目標というものに、この数字自体は入ってこ

ないですよね。 

○杉浦課長 目標値の考え方を記載することになると思います。 

○赤池部会長 そうすると現在、目標としているものは何になるのでしょうか。例

えば検診率でもあり、がんの死亡率でもあり、喫煙率でもあり、いろいろなものが

出てくるのですが。 

○杉浦課長 今のこのプランの中では、がんの死亡率を目標には掲げていません。
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神奈川県の計画には、ある程度死亡率を低減させようという考えが記載されていま

す。国の計画も、がんによる死亡率を20％下げようという目標を掲げていますので、

横浜市はどのようにするか、という考え方を記載していくことはできると思います。 

喫煙率につきましては、保健医療プランにはございませんが、健康横浜21という、

健康増進法に基づく計画がございますが、こちらでの目標値は12％です。 

○永田委員 横浜市の特徴は何かと見ると、この参考資料２の４ページを見ますと、

がん検診の受診率で、胃がん、肺がん、大腸がんの女性の受診率というのが全国平

均より低いのですね。もし目標をつくるのであれば、現状、何でこんな全国より落

ちているのか、ということを把握して、そこを少なくとも全国並み、あるいは全国

以上にするような具体的な方針を盛り込んだ方がいいのではないかと感じました。 

○秋元課長 がん検診については、資料にも目標値が書いてありますように、クー

ポン券とか、受診勧奨通知とかを出しまして、受診率が上がるようにいろいろやっ

ております。 

○永田委員 男性は平均なのですが、女性が低いのはなぜでしょうか。クーポンは

どこでもやっていることだと思うのですが。 

○茂木課長 まず、がん検診の受診率の中で一番大きいのは職域です。いわゆる勤

めている人が自分たちの入っている健康保険等で受けるということです。また、当

然その方が受診率が高いということで、その辺は就業率がどうなっているかで、か

なり決まってくる部分があります。その中で横浜市の女性の場合、Ｍ字曲線が低い

とよく言われることもあり、特に子宮がん、乳がんのスタート年齢のあたりの就業

率が低いということで、市民全体の受診率が低くなっているという傾向はあります。

オール市民、女性に対して訴えるものとあわせて、やはり企業に向けて、検診の重

要性というものを説いていく必要があります。最近は「健康経営」といった概念も

入ってきていますので、そういったところにも力を入れていきたいと考えておりま

す。委員ご指摘のとおり、横浜として女性の受診率の向上をどうするのだというこ

とを、計画に書き込んでいくことは可能かと思っております。 

○赤池部会長 その話はまた第４章で出てくるのですが、そうすると検診の受診率

の問題をどうするかとか、今出ているのは、死亡率、検診率、喫煙率、ほかに何か

目標値として設定できるようなものはありますでしょうか。 

○山形委員 質問ですが、第４章の右側で、現状、課題、対策、目標というような

形で記載していくわけですね。そうするとこの基本的な考え方のところの目標とい

うのは、どの程度の目標、具体的な目標なのか、全体的な目標なのか。後ろの第４

章で出てくるのであれば、ここで何か細かい目標を決めなければいけない必要があ

るのでしょうか。 

○赤池部会長 第４章で出てくるものを目標の項目立てにするという意味であると

思うのですが。ここの時点では細かい数字等々とは違うかと思うのです。 

○山形委員 例えば今の検診であれば、第４章の２の中の検診、早期発見の中の目

標という形でとらえれば、最初の目標に出しておく必要がある。ところが、最初の
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第１章の４の目標というのは、もっと大まかな目標になるわけですね。 

○赤池部会長 ここについては、後ほど文章をいただいて、それを読んだ方がよろ

しいですか。 

○修理医務監 第３章に全体の目標のことも挙げさせていただいております。それ

で細かいものは第４章に書き込むという形ですから、第１章は本当に考え方そのも

のを書くというような形なので、数字が挙がってくるということではないと考えて

います。ただ、会長のおっしゃるように、もう少し細かいところを書き込んだ段階

で、委員の方々にお見せして議論していただいた方がいいかと思います。 

○山形委員 そうすると、参考資料６の、国の目標の第３にあるような、全体目標

みたいな、こんな感じになるのですか。 

○修理医務監 これは、第３章に目指す姿と全体目標というのがありますので、こ

ちらに該当する形になります。 

○赤池部会長 そうですね。わかりました。この第１章の目標に関しては、また後

日、いろいろな案として示していただいたもので、書き込みが足りないなど意見を

いただければと思いますので、先に進ませていただきたいと思います。第１章につ

いては、計画の進行管理、これも含めて、そういう方向でよろしいですか。 

－異議なし－ 

 

＜第２章関連＞ 

○赤池部会長 では、次の第２章、がんを取り巻く現状。主として人口の状況等、

がんの罹患・死亡等の状況、こういうものについての分析をここに書いてくれるの

でしょうか。何かこういうものもぜひ分析の対象にしておいた方がいいのではない

か、というご意見はありますか。 

○市川委員 例えばこの人口の状況等というところには、どのようなことが書かれ

る予定になるのでしょうか。 

○古賀係長 人口の状況につきましては、横浜市の今後の人口構造、将来推計人口

などがございます。死亡の状況につきましては、２は「がんの」となってございま

すが、１で全体的な死亡の状況なども情報として入れていければと考えております。 

○市川委員 人口の状況の中で、例えばお年寄りが何人ぐらいになるというのは非

常に重要なことだと思うのですが、同時に、この中で書かれている介護のことや、

在宅のことを考えると、老々の人口がどれぐらい占めるのかとか、あるいは、ひと

り暮らしのお年寄りの世帯がどれぐらいいるのかとか、そういったものも、もし可

能であるのならばこの中に書いていって、それに対してしっかりとした対応をしな

ければいけないということなどを記載していく必要があると考えます。特に横浜と

いう都市部の人口構成が今後どうなっていくのか、ということをしっかりと書いた

方がいいような気がいたします。 

○修理医務監 今委員がおっしゃったような中身につきましては、よこはま保健医

療プラン2013の中にも、ひとり暮らし高齢者の人口推計だとか、あるいは在宅医療
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がどのようになっていくのかということも載せております。この人口推計の中には、

単純な数だけではなくて、ある程度調査によって得たような、介護だとか、そうい

ったことも載せていきたいと思っておりますので、委員の皆様からご意見を賜って、

どういった数が必要なのかということを載せていきたいと思います。 

○赤池部会長 ほかには何かありますか。 

○杉浦委員 ２章なのか、４章なのか、私の中では整理できていないのですが、先

ほどおっしゃられた女性の受診率を考えた時に、職業背景などによって受診率が変

わるというならば、もしかしたら２章にも、どのぐらいの年齢構成の人たちとか、

受診する人たちの背景が見えていた方が、つながっていくと思うのですが、その辺

はどうなのですか。 

○赤池部会長 そうですね。そういうデータがないと後ろにつながりませんので、

是非という気がします。 

○杉浦委員 もう一点、検診機関についてですが、この間、私ごとですが、乳がん

検診のパンフレットをもらったのですが、受診できる病院が少ないですよね。この

ようなことも背景になるのではないかと思うので、その辺の推移とか、目標にもな

るかもしれませんが、どのくらい増やしていくとかというのも含めて記載があると

いいと思います。 

○赤池部会長 それは医療情報の開示とか、広報とかそういうところですね。 

○修理医務監 そのようなデータをここに載せるのがいいのか、第４章のがんの早

期発見のところに載せるのがいいのか、あるいは会長がおっしゃったように、相談

支援とか情報提供で載せたらいいのかについては、載せた段階で委員の皆様のご意

見を聞いて、どこがいいのかという議論をした方がいいと思います。 

○堀元委員 医療圏ごとのデータも入れられると思いますが、地域性というもので

多分特色があるということと、もう一つは、生活保護の方の検診をどうするかとい

う問題もありますので、医療圏ごとにそういった視点もデータとしてあればよいと

思います。 

○赤池部会長 横浜市の人口の動きというのはどうなのですか。流動性です。横浜

市には区がありますよね。それぞれの区ごとの特徴もあるでしょうし、区の間の流

動もあるでしょうし、東京と神奈川県部の、西部のところの動きとか、東京の特区

のデータを何かで拝見した時に、例えば北区と、東北部３つの区の人口動態を見る

とこうなりますというのがあるのです。そうすると、ここにはもう病院をこれ以上

増やす必要はないという結論まで出すような、そういう流動性に関してのものもあ

ったのです。これだけ出て、これだけ入ってきて、なおかつこういう構成になって、

ということまで出せるのでしょうか。 

○修理医務監 会長がおっしゃっているのは患者さんの流動ですか、それとも単純

に人口の流出入のことでしょうか。 

○赤池部会長 人口の動きのことです。それとともに、その人口の動きに対して罹

患率を掛けると、このぐらいの患者が出るという想定になると思うのですが。 
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○修理医務監 医療圏ごとの患者さんの流出入に関しては、今度、地域医療構想を

策定しますので、ある程度数字というのは出てくる予定です。そちらであれば書き

込んでいくことは可能かと思います。 

○赤池部会長 結構それをやっていくと過激な意見になるようなところもあると思

うのです。だけどやっぱり必要なことは必要と思うのですが。 

○修理医務監 そうですね、ただ、地域医療構想の時も、がん対策だけではなくて

議論があって、医療圏ごとに見ていくよりも、むしろ横浜市全体で見た方がいいの

ではないか、というご意見もあります。もちろん東京都と、あるいはその他、川崎

だとか、横須賀だとか、その周辺と横浜市との関係というのは必要にはなってくる

と思います。そういったデータをお見せしながら、そのような内容も入れた方がい

いのかどうか、という議論はしていただいた方がいいと思います。 

○赤池部会長 横浜市の広さというのは、東京23区と比べるとどのぐらい違うので

すか。 

○城局長 横浜市の一般的な人口の動き方を申し上げますと、18区ありますが、南

部、南の方はどちらかというと人口が減少しています。港北ニュータウンなど、東

京に近い方は人口が伸びるという形で、世代もかなり明確に特徴づけられるような

状況です。ただ、最近ちょっと動きが出てきているのは、例えば京浜臨海地区のあ

たりでは、工場の跡地などにマンションが入ってきて、小学校、中学校が今さら足

りなくなるというようなことがありまして、一概にそのまま推計するのはなかなか

難しいところはありますが、大ざっぱに言いますと南部・中部は高齢化、北部は若

い、そういったような状況です。そういうデータは、区別の動向についてもござい

ますので、参考にまた提出させていただきたいと思います。 

○赤池部会長 そうすると、医療圏で目標がやはり違ってくると思うのですが。 

○修理医務監 18区という区ごともありますし、医療圏ごとということもあります

し、横浜市全体という考え方もあります。二次医療圏で考えてしまうとどうしても、

今の二次医療圏はかなり古いというか、かなり前に決めた医療圏なので、その医療

圏の決め方については現在さまざまなご意見があります。そもそもおかしいのでは

ないかというような意見もありますので、医療圏ごとがいいのか、あるいは横浜市

全体がいいのか、あるいは区ごとがいいのかとか、といったことについては、ある

程度データをお示しして議論していただく方がいいと思います。 

○赤池部会長 わかりました。 

○杉浦課長 面積についてわかりましたのでご報告します。横浜市の面積は437.4

平方キロメートルで、東京都23区は621平方キロですので横浜市の1.43倍です。人口

は、横浜市は370万人ですが、東京都23区は908万人ぐらいとなっております。です

から、東京23区は面積が横浜市の1.43倍なのに、人口は倍以上ということです。 

○赤池部会長 がんの罹患・死亡等の状況、これもよろしいですね。ここの現状の

中でこういうものもデータとして示しておいて欲しいというのは、いろいろあると

思いますが、これはみんな「等」なので、今後、具体的に出てきたものを拝見して
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からということでよろしいですか。 

－異議なし－ 

 

＜第３章関連＞ 

 では次の第３章の基本理念及び目指す姿、全体目標というところで、これも基本

理念はこれから見させていただくとして、目指す姿（将来像）と全体目標の（１）

（２）（３）というところですが、特にこれは要らないということはないですか。 

○緒方委員 私は６月まで国のがん対策推進協議会の委員をさせていただいていま

した。この３つは確かに国の計画にも入っていたました。苦痛の軽減というのは大

切なことだと思います。一般的にはそうなのですが、実は患者によっては苦痛があ

っても闘いたいという人もいるのです。今はたくさんの治療法があります。その人

の価値観とか人生観とか死生観とかによって、本当にさまざまな選択をされるので

す。３つ目の「がんになっても安心して暮らせる社会」というのは、多分お仕事の

こととか、経済的なことを意味していると思うのですが、仕事とかはもう終わって

いる世代の人で、もう一つ付け加えていただきたいのは、がんになっても守られる

その人らしさ。その人の死生観とか、いわば尊厳。痛みを我慢してでもとにかく治

療に邁進したいという人もいます。さまざまな価値観がちゃんと守られる医療だと

いいと思いますので、がんになっても守られる自分らしさと尊厳というのも加えて

いただきたいと思います。実は国も中間見直しの時にそれが入りました。よろしく

お願いします。 

○赤池部会長 貴重な意見、ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。 

○市川委員 （１）（２）（３）と見ますと、（２）と（３）はすごく似かよっている

といいますか、とても近いものだと思いますが、（１）というのは予防も入るし、診

療というのも入るのだと思います。この第５章の最初に「市民の役割」というのが

書いてありますが、市民の役割というのは何なのだろうと考えた時に教育、学ぶと

いうことがある。市民はがんについて常に学んでいくのだと。それも小学校や中学

校で学ぶということだけではなくて、きちんと大人になっても学んでいかなければ

いけないということですね。それから、介護をするということについても学んでい

かなければいけないというのが今回入っていないので、その学習とか教育とかとい

うことについても、この目標の中に入れていくということが非常に重要なのではな

いかと考えます。それで市民の皆さんにも自分たちの役割をもってください、とい

うことをしっかりと伝えていくことが必要なのではないかという気がします。 

○物部委員 がんの教育ということになると、小学校でとか、中学校でとすぐなる

のですが、市川委員のご意見のとおり、常に学び続けるということが大切ではない

かと考えます。特に親の検診率を上げるために子供たちを通して、ということをよ

くやられがちなのです。やはり段階に応じて学ぶことはあると思うので、大人にな

っても横浜市民として学び続ける、という形で入れていただけるとありがたいと思

います。 
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○赤池部会長 そうですね。その市民の役割云々のところで、どこかにありました

よね。 

○修理医務監 条例があります。参考資料１の第３条が「市民の責務」ということ

で、正しい知識を持つとか、そういった項目も書かれております。ですから、ここ

で書くとするともう少し細かく、詳しいことを書いていくことになると思います。 

○赤池部会長 さっき市川委員がおっしゃったことでいくと、市民全体でやってい

こうというか、ちょっといい言葉が出てきませんが、そんなような感じの言葉がこ

こに、みんなでやることだよ、というものが入るといいということですね。 

○市川委員 待っていればやってもらえるというものではなくて、市民の皆さんで

やっていきましょうというのが、目標の一つに入るというのが非常に重要だという

気がします。 

○永田委員 確かに、日本は市民と医療機関という関係の中で、市民は心臓移植な

ど、お互いにしていくというか助け合うという社会にはなっていないと感じます。

この辺を提唱するのは非常に大事なことだと思います。 

○赤池部会長 そうですね。基本理念、目指す姿に何か合いそうな感じがしますね。

ほかには何かございますか。 

－特になし－ 

 

＜第４章関連＞ 

 では次、第４章、具体的な取組として、これは１、２、３、４、５、６、７とご

ざいます。１番、がんの予防のところはいかがでしょう。ご意見をいただければと

思います。 

○市川委員 その前に全体のことを言わせていただきたいのですが、３番はがん医

療で４番は緩和ケアというと、緩和ケアはがん医療ではないように見えてくるよう

な気がします。緩和ケアというのはがん医療なのであって、３と４は一緒、もし２

つに分けるのだとすると、病院の医療と在宅の医療とか、そのような分け方になる

のではないかという気がします。むしろ例えばこの３の（２）の「放射線療法及び

化学療法、手術療法の推進並びに医療従事者の育成」の中には緩和ケアの推進とい

うのが入るべきですし、それにかかわる医療従事者の育成というのは３番のがん医

療の中に入ってきた方がいいと思います。ただ、それは確かに病院と在宅といいま

すか、地域の先生とは少し違ってくると思いますので、２つに分ける意味はあるか

という気はします。この２つはもうちょっとうまく融合させるような形にしていっ

てはどうかと思います。もう既に緩和ケアは、ここにも書いてありますが、がんの

治療が終わった人にやるものではないということは確かですので、がん医療の中に

積極的に含めていくべきだという気がします。 

○赤池部会長 緩和ケアということが叫ばれて久しいと言えますが、どのぐらい社

会に浸透しているというか、医療従事者ではない一般の方にとって身近な言葉にな

っているのでしょうか。あまり身近ではなかったので、別立てで緩和ケアという言
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葉を出して、皆さん知ってください、ということでこれまでやってきたのだと思い

ますが、もうその時期は過ぎたのでしょうか。 

○市川委員 そういう意味で言うと、医者ですら、緩和ケアという言葉については

まだ全く、例えば大学病院の中ですら緩和ケアがしっかりと位置づけられているの

かと言われると、それは非常に難しいことです。だからこそ、逆にしっかりと融合

させていくべきだという気はするのですが。 

○赤池部会長 その意見には賛成です。全くそのとおりだと思います。 

○市川委員 このままでいくといつまでたっても緩和ケアというのは日本の中で根

づいていかないという気がします。 

○緒方委員 私も賛成します。緩和ケアという言葉だけは聞きたくない、という感

じがあります。ホスピスの言葉を変えただけでしょ、という考えがまだ定着してい

て、こうやって分かれていることは誤解を招くと思います。やはり医療をすること

がなくなったら緩和ケアなのかと。だから緩和ケアにどうぞと言われると、もう治

療法がなくなったのかと思いがちだけれども、実はそうではないということを何度

も何度も私たちは学習しているのですが、なかなか定着しないということがあるの

で、市川委員がおっしゃることに私は賛成です。 

○市川委員 緒方委員がおっしゃるとおり、一般の方が緩和ケアを理解することは

難しいと思いますし、医療に含めてしまうと緩和ケアが逆に見えなくなってしまう

のではないか、ということもよくわかるのですが。 

○緒方委員 でも４の（２）に「治療の初期段階からの緩和ケア」とありますよね。

それはまさにがん医療の初期ということを意味しているわけですから、「緩和ケア」

と言わないで、「緩和医療」と言ったらどうなのですかね。 

○赤池部会長 私もそれは賛成です。 

○緒方委員 「ケア」という言葉からちょっと誤解を招くと思うので。 

○修理医務監 これを分けたのは、会長がおっしゃったように、がん医療の一環で

はもちろんあるし、がん医療の中に在宅医療ももちろん入ってくるわけです。保健

医療プランをつくった時には、やはり項目立てして目立たせたいというのがあった

ので、がん医療があって、緩和ケアがあって、さらに在宅医療という項目を挙げま

した。ただ、確かに委員の皆様のおっしゃるように、緩和ケアをがん医療の中に入

れた方がいい、という考え方もあると思いますので、その中にもちろん在宅医療を

入れてもいいと思うのです。ですから、そこはもう委員の皆様のご意見を伺って、

どれがいいのかご議論していただきたいと思います。それは決めの問題だけだと思

います。 

○緒方委員 ＡＹＡ世代という言葉の認知度はいかがでしょうか。15歳から29歳と

いう説もあるけれども、30代までと私はほかで読んだことがあります。そんなあい

まいな言葉をここに載せていいのでしょうか。ＡＹＡ世代は、私がおくれているの

かもしれませんが、ここで「15～29歳代」と書くのはちょっと行き過ぎではないか

と思います。あいまいなまま「ＡＹＡ世代」にしておくとか、と思いますけれども。 
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○杉浦課長 確かにＡＹＡ世代は聞き慣れないと思います。今回、国が新しくがん

対策計画を見直すに当たって出てきた言葉です。国の考え方として、各世代、ライ

フステージに応じた形のがん対策があるだろうと。小児だったり、ＡＹＡ世代だっ

たり、高齢者だったり。一律にがん対策をなかなか言い切れないという中で、世代

に応じたがん対策を考えるべきだという過程の中でＡＹＡ世代という考え方が出て

きています。確かにこれは脚注をつけないと多分わからない言葉だと思います。思

春期からある程度成人になる一連の過程の中で、がん対策をするにあたっていろい

ろなことを考えなければいけない。例えば子供を産みたいと思うような人に対する

がん治療の問題ですとか、そういうことは思春期や青年期の過程の中で何らかの形

を考えていくべきだということです。まだ確定はしていませんが、国はこのＡＹＡ

世代に対する対策を出してくると思いましたので、横浜市も考えておいた方が良い

のではないか、というご提案です。 

○緒方委員 多分この大きな目標は、妊孕性というのですか、妊娠ができるかとい

うこと、妊娠させてあげようというのを、できるだけ命を守りながら、なおかつ赤

ちゃんができるようにしてあげようという考え方から来ているとしたら、30代も赤

ちゃん産みますから。 

○修理医務監 横浜市では今年度、県立こども医療センターなど4病院を小児がん連

携病院と指定しました。先日、この会議があったのですが、小児科領域のがんだと

小児で治療した後の成人に移行する時の問題というのが結構大きいらしいのです。

つまり、県立こども医療センターでずっと診ていて、その後いつになったら成人科

に移行できるのか、それがなかなかうまくいかないというような問題とか、あるい

は高校生になった時に、治療しながらどうやって学校に通ったらいいのか、という

ような問題は特有な問題だと、そのことが議論されていました。そういう意味で、

このような問題も多分ＡＹＡ世代の検討の中に入ってくるのと思いましたので、挙

げさせていただいたということです。 

○緒方委員 私も入ることは大賛成なのですが、15から29歳代というくくりがどう

なのと思います。 

○市川委員 逆もありますよね。22歳とか23歳とかでがんを発症された方が、成人

として治療すると治らなかったのに、小児科できちんと治療してもらうと治るとい

うことはありますから、確かにここは非常に難しいところだと思います。 

○赤池部会長 そうすると、がん医療の中に１つの項目として、世代に対する、年

齢構成に対する、それぞれのがん医療は違うのだということと、その重要性という

項目がきちっと入った方がいいかもしれませんね。 

○堀元委員 全体のことで、３の（４）に「在宅医療及び連携の推進」とあるので

すが、介護とかそういった言葉も項目の中に入れておいた方がよろしいのかと思い

ます。 

○杉浦委員 違うことですが、６番の「がんになっても」という言葉が気になって

いて、今はがんと共存というか、がんとともに暮らせると生活ができるというよう
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に変わってきていると思うのですが、「がんになっても」というのが否定的な言葉だ

とどうなのでしょうか。 

○赤池部会長 「がんになっても」という言葉自体ですね。 

○山邊委員 これは複数年度にわたる計画のようにお聞きしていたのですが、ＰＤ

ＣＡサイクルという具体的な言葉が２の（５）しか出てこないのですが、基本的に

は単年度ごとに到達率とか、そういう物差しも入ってくる性質のものなのでしょう

か。 

○城局長 この計画は３か年でつくりますけれども、同時に、毎年条例に規定され

た事業報告を行うことになります。先ほどの国民生活基礎調査等の、隔年や３年ご

とに行われるものとか、あるいはがん登録などタイムラグが出てきたりするという

ようなことがあって、かなり毎年報告できる数字については制約があるのですが、

毎年報告する中で出せるものは出していきたいと思います。 

○堀元委員 先ほどの市川委員の提案で、予防のところで学ぶということをおっし

ゃっていたので、この第４章の１のところはがん予防だけではなくて、その知識だ

とか、学ぶとか、何かそういったことも項目として入れておいた方が、この計画の

方向性や、ライフステージごとに学んでいくのだということでも、はっきりわかる

のかと思います。 

 あと、先ほどお話しした生活保護世帯、糖尿病の患者さんも実は生活保護世帯が

多くて、なかなか検診率が低いということを考えれば、がんの早期発見のところで

もやはり先ほどお話ししたように、生活保護の人たちへの対応をどうするのかと。

そういった方々の早期発見をどうするのかと、そういった仕組みも考える必要があ

るのと思います。 

 ３のがん医療に関して、私自身が口腔外科にいて、口腔がんの患者さんを見てい

たのですが、口腔がんの術後の患者さんには、機能障害と心理障害というのがあり

ます。このような、口腔がんをはじめとする希少がんに対する考え方ということも

必要と思います。 

○緒方委員 認知症になってがんになる方も多くて、そういう方たちへのがん医療

はどのようになっているのだろうかと思います。これからますます、そういった人

が多くなると思いますので、項目に入れられたらいいと思います。 

○赤池部会長 がんの方から見ると、すべてのほかの疾患ががん患者さんの併存疾

患なのですが、反対側から見ると、がんが併存疾患なのですよね。 

○緒方委員 確かに会長がおっしゃるように、認知症だけでなくてほかの病気を持

ってがんになるということも含めてですね。 

○修理医務監 先ほど世代別のがん医療対策というのが出ましたが、例えば認知症

の話であればやはり高齢者が多いので、その中で書き込むことはできるのかと思い

ます。 

○山形委員 緩和ケアとがん医療とターミナルというのはもう少し的確に分けた方

がわかりやすいのではないか。 
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○緒方委員 理解しやすいかもしれないけれども、患者は受け入れないです。痛み

だとかいろいろなことをケアしていただけるのに、そこにたどり着けないまま、本

当につらいまま、緩和ケア病棟に行き着かない人もいます。「あそこは死ぬところだ

から。私はまだあそこに行く人じゃないから」と言って、本当に頑張って行き着か

ない人もいます。それは緩和ケアという言葉にすごくアレルギーがあるのです。理

想的なのは、はじめから緩和ケアがあって、その成り行きで自然にターミナルケア

に行けば大丈夫なのですが、日本ではまだまだそこまではなっていないと思います。

私はアメリカで最初のがんの手術を受けたのですが、アメリカは本当に境目がない

ように見受けられます。入院も５泊６日で、日本だと３週間ぐらい入院ですが、す

ぐに在宅医療なのです。私の知っている人はそのままお亡くなりになりました。ど

こからが緩和ケアかわからないまま。痛みもちゃんととってもらえるし。「はい、こ

こからがターミナルケアです」となったら、だれも行きたくない。「まだ大丈夫だか

ら」となってしまうのです。 

○杉浦委員 今のお話を聞いていて、先ほど緒方委員がおっしゃった３章のところ

で、その人らしさとか、尊厳を守ってその人らしく生きるというのは、多分ターミ

ナルとか緩和ではなくて、その人がどうやって生きていくか、みんなで生きる、と

いうところを、何か頭出しができないかと思います。もしくは、先ほど６番の「が

んになっても」というのが気になると言いましたが、その辺にうまく尊厳を守ると

か、その人らしく生きるということを、入れてもよいと思います。例えば認知症な

ので、がんの手術はしない、と断ってしまう家族もいらっしゃいますが、その人を

考えた時に、がんが治るのであれば手術をした方がいいと、という考えを持つこと

も大事です。最近は認知症やＨＩＶだと訪問看護を断られることが多いのです。そ

ういうことも含めて考えると、その人らしさとか、尊厳というところで何か１項設

けるか、その「がんになっても安心して暮らせる社会」のところに１つ入ってもい

いのかと思います。 

○赤池部会長 だんだん時間も押してまいりました。あと、この相談支援と情報提

供というこの辺はいかがでしょうか。 

○緒方委員 私は今、患者会が15年目なのですが、県立がんセンターで長く続けて

いられるのは、県立がんセンターの相談支援センターがサポートしてくれているか

らなのです。この中の文言に患者会とか患者サロンというのがないのですが、どこ

に入れたらいいかわかりませんが、相談支援センターの役割になっているのか、ど

この病院でもそうかもしれませんが、どこかに文言を、推進というかサポートとい

うか、入れていただきたいと思います。今、がんの拠点病院は、患者会と患者サロ

ンをつくりましょうという動きがありますし、実際すごくできています。それはい

いことだと思いますが、ますますの推進というかサポートをお願いしたいと思いま

すので、文言を入れていただきたいと思います。 

○赤池部会長 ほかにはどうでしょう。現在行っているハローワークとの連携とか、

社会保険労務士の相談活動というのは順調ですか。 
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○緒方委員 すごくいいですよ。県立がんセンターにも入っていただいています。

本当にありがとうございます。ハローワークも来ていただいています。パートでも

いいのですよね。お仕事をやめてがんの治療に専念している人が、今は体調が悪く

て働けないけれども、元気になった時に戻れるのだろうか、ということを相談され

て、ビジョンが見えてきてモチベーションになる。頑張ってこの治療を続けたら仕

事を見つけてもらえるのだという。いいことだと思います。実際、患者会で見つけ

た人がいます。県立がんセンターに来ている方で、「ハローワークで仕事が見つかっ

たので、来月からもう患者会に来られません」と言って、みんなで拍手したことが

あります。数は多くないけれども、良いサポートが始まったと思います。 

○赤池部会長 実際に皆さんがちゃんと認知して、気軽に利用できているのでしょ

うか。 

○緒方委員 今、予約をしないと相談が受けられないぐらいです。 

○赤池部会長 そうですか、そうすると相談日が足りないということですね。 

○緒方委員 実際にお仕事を見つけてもらった、という例ははっきり言って少ない

のですが、そういうシステムがあって、いずれそこで相談に乗ってもらえるのだと

いうことだけでも、すごく大きな力になります。 

○赤池部会長 一般的に病院の中でも自分の病状を隠す、というのがまだあるよう

です。例えば、私ががんになった時に自分が働いている病院で検査をするとがんだ

とばれてしまうから、よその病院で検査をして黙って働く、ということです。それ

は何か差別とは言わないですが、何かを感じるからだと思うのです。医療従事者で

さえそうなのです。そうすると、一般の人はもっとそんな思いをしてしまうのでは

ないかと思うのです。そういう統計は何かあるのでしょうか。医療従事者、病院関

係でない事業所で従業員ががんになった時に、事業所がその事実を把握できている

のは何割くらいなのでしょうか。がんに限らずと思うのですが、そういうことが職

務上不利に働くような風潮はあるのでしょうか。 

○杉浦課長 ちょっと違うのですが、昨年、総務省ががん対策に対する世論調査を

しています。この中で例えば「がんの治療や検査のために２週間に１回程度病院に

通う必要がある場合、働き続けられる環境だと思うか」という設問に対して、65.7％

の人が「そうは思わない」あるいは「どちらかといえばそうは思わない」と答えて

います。その原因は何かと問うているのですが、答えた中の人で、20％ぐらいの人

が「代わりに仕事をしてくれる人がいない」あるいは「職場が休むことを許してく

れるかどうかかわからないから」となっています。先ほど出ましたハローワークに

つきましては平成25年から、社会保険労務士の相談は去年から行われております。

会長がおっしゃられたように、確かに実績数としてはそんなに多くはないのですが、

今まで潜在化していたニーズがようやく出てきたと思っております。 

○山邊委員 社会保険労務士会の会員が今、お手伝いさせていただいていますが、

私が聞いている範囲ですが、大きい会社も小さい会社もあって、会長がおっしゃっ

たように、罹患したことを周りに言う人もいれば言わない方もいます。もちろんお
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勤め先という意味ですが。相談を受けている側から言うと、十人十色です。ただや

はり、ご本人の相談の趣旨にのっとったお話をさせていただくのが社会保険労務士

の立ち位置という実感は強く持っています。県立がんセンターでは、昨年からやら

せていただいていて、今年度は横浜市でも同様の就労支援を実施していただけるよ

うになっています。 

また、さきほどの統計的なものということについて、県立がんセンターでは、相

談内容を把握しているのですが、個人情報が絡むので、具体には出せないようです。 

○赤池部会長 確かに個人情報の壁は厚そうですね。 

○市川委員 例えば15年前ぐらいだと、医者の方も診断書の中に「がん」という書

き方をしなかった。でも今は本当に、「がんと書いてくれるな」と言われたことは一

度もないですし、抗がん剤の治療をしているとか、転移がどこにあるというのもち

ゃんと書いてくれというのがほとんどなのです。つい先日、これは初めてですけれ

ども、会社の産業医の先生からお手紙をいただいて、どういう感じなのか教えてく

れと言われて、そういうことは個人情報なのに私が勝手に話していいのかと思った

のですが、そういう意味ではすごく、何か変わってきているのではないかという気

がしますので、そこの部分はもっともっと伸ばしていこうと思います。 

○緒方委員 企業側への働きかけは何か、ご計画はありますか。 

○修理医務監 企業側に働きかけていくことはすごく大事なことだと思っていま

す。今、市川委員がおっしゃった産業医と連携してやっていくというのは、大企業

の中ではすごく大事なことですし、小さな企業も産業医とはきっちりやっているは

ずなのです。ただ、恥ずかしながら産業医の方と連携していくというのは、まだな

かなか仕組みとしてもないですし、それからまた、経営者層に対して働きかけてい

くことも必要だと思います。具体的にどのようにやっていくのかというのは、まだ

庁内で議論している段階なので、もしこうやった方がいい、というようなやり方が

あれば、ぜひご教示いただければと思います。 

○緒方委員 患者会で勤め先からやめさせられた、という話は聞いたことがないの

です。みんな自分でやめているのです。その理由は、「迷惑かけたくないし」という

気持ちなのです。そこに「やめないでよ」という言葉がなかったからなのですよね。

引きとめてもらってはいないのです。そういうのは解雇にはならないかもしれない

のですよね。だからそこで踏み込んで、「いや、待ってるから、頑張って治療を続け

て戻ってきて」という言葉が欲しいような気がするのですが、がんは死んじゃうと

か、もう仕事は今までどおりできないとか、そういう思い込みなどが一般的にある

のかと思ったりするのです。その辺も働きかけていただけたらと思います。 

○修理医務監 そうですね。就労支援対策の中の、非常に重要なテーマだと思いま

すので、今後、力を入れていきたいと考えています。 

○杉浦課長 補足をさせていただきます。今年度から横浜市では、市内のがん診療

連携拠点病院での社会保険労務士による相談を始めていますが、横浜市経済局の新

規事業で、病院以外でのがん患者さんの相談という形で、やはり神奈川県社会保険
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労務士会にご協力いただきまして、９月から関内にございます横浜市のしごと支援

センターで、がん患者さんの就労相談を設けさせていただくことにしました。また

経済局では、企業向けにいろいろなセミナーを持っておりまして、その中のひとつ

として、今年度はがんに関するテーマを取り組んでもらうということにしておりま

す。企業の責務が条例で定められておりますので、企業向けの啓発として、その意

味合いを込めてやってみようという計画はございます。ただ、まだ不十分でござい

ますので、これからもう少し力を入れていきたいと思います。 

○永田委員 がん相談支援とか、就労の問題というのは、市や公的な機関の役割は

非常に大きく、また、それに頼りたいと感じています。私どもも病院で社会保険労

務士の方に講演していただいて、恥ずかしながら、ここまでやってくれるのだと初

めて知ったところです。我々の病院でも、まだその程度の知識ですから、逆にその

教育、啓発を、そういう公的な機関がやっていただくのは非常に大きなことだと思

います。 

○堀元委員 今、皆さんの話を聞いていると、この第５章の「がん対策の推進に当

たって必要な事項」というところを、「がん対策の推進」というような形にして、そ

の中で、さまざまな人たちに対する広報ですね、周知活動とか情報提供というとこ

ろを大事にしていく必要がありそうです。せっかく計画はできたのだけど、その計

画はだれも読まない計画だといけないので、それをどのように周知していくのか。

事業所向け、患者さん向け、市民向けとか、そういったところに情報をどのように

周知するかといったことも入れていかれたらよろしいのかと思います。 

○市川委員 情報提供は本当に重要だと思います。必要のない情報がたくさんあっ

てもしようがないですが、本当に患者さんにとって必要な情報は何なのかというこ

とを、患者さんに「あなたは何を知りたいの」と聞いても多分わからないと思うの

です。医療者が考えて、社会保険労務士の方々にも考えていただくことが大事だと

思います。患者さんは、これから自分がどうなっていくのかもよくわからないわけ

ですから、この人たちがどういうところで困るだろうということについて、患者さ

んが自ら意思決定ができるようになるにはどんな情報が必要かということを私たち

は考え、それに対して適切な情報を出すことが私たちの責務だ、ということをここ

に書くべきなのでしょうね。 

○赤池会長 時間ですので、以上で議論は終了しますがよろしいでしょうか。 

－異議なし－ 

 

(3) その他 

（事務局） 

 次回開催時期について、９月下旬から 10月上旬で日程調整させていただく。 

 以上 
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がん対策推進計画部会に向けて 

2015.7.23 
（一社）横浜市歯科医師会　 

 

堀元委員提出資料

がん患者さんの口腔トラブル対応の日  々

右頬粘膜癌放射線単独治療 
口腔粘膜炎 

左上顎癌放射線併用療法 
（５ＦＵ浅側頭動脈より動注） 
口腔粘膜炎 

頭
頚
部
癌
放
射
線
治
療
中
の
粘
膜
炎
の

痛
・
感
染
管
理
は
？ 

中咽頭癌放射線治療後 
骨髄炎、開口障害 

舌がん針刺し治療後 
骨髄炎、放射線性多発齲蝕 

頭
頚
部
癌
放
射
線
治
療
後
の
口
腔
合
併
対
策
は
？ 
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