
 
 

 

 

第２回 横浜市がん対策推進計画策定検討部会 次第 

 

                  平成 2７年１０月７日（水）19：０0～ 

                  関内新井ビルディング4階 横浜市医療局会議室 

 

 

１ 開 会  

 

 

 

２ 委員紹介 

 

 

 

３ 前回議事録の確認 

 

 

 

４ 議 事 

  (1) 各委員からの提案事項 

     がん対策推進計画部会に向けて（堀元委員御提出資料） 

(2) 検討事項 

横浜市がん対策推進計画（仮称）案について 

ア 第 4 章 具体的な取組 １予防 

イ 第 4 章 具体的な取組 ２早期発見 

ウ 第 4 章 具体的な取組 ３医療 

                  

 

５ その他  

 

 

 

 ６ 閉 会 

 

 

【資料１】P．19 

 

 

【資料２】P．28 

【資料３】P．31  

【資料４】P．35 

 





氏　名 選出区分 現職・履歴等

1 赤池
あかいけ

　信
まこと

学識経験者
茅ヶ崎中央病院院長
前 神奈川県立がんセンター総長

2 市川
いちかわ

　靖
やすし

史 がん診療連携拠点病院等
地域がん診療連携拠点病院
横浜市立大学附属病院臨床腫瘍科・乳腺外科部長
横浜市立大学大学院医学研究科がん総合医科学主任教授

3 太田
おおた

　恵蔵
けいぞう

横浜市医師会
横浜市医師会常任理事
太田こどもクリニック

4 緒方
おがた

　真子
まさこ

患者・家族
神奈川県立がんセンター・患者会「コスモス」
　世話人代表

5 杉浦
すぎうら

　由美子
 ゆ み こ

神奈川県看護協会
神奈川県看護協会　横浜第二支部長
横浜市立大学附属病院看護部長

6 永田
ながた

　博
ひろし

司 横浜市病院協会
横浜市病院協会常任理事
けいゆう病院院長

7 堀元
ほりもと

　隆司
りゅうじ

横浜市歯科医師会
横浜市歯科医師会常務理事
堀元歯科医院

8 物部
ものべ

　博文
ひろふみ

がん教育 横浜国立大学教育人間科学部准教授

9 山形
やまがた

　光正
みつまさ

横浜市薬剤師会
横浜市薬剤師会常務理事
ヤマガタ薬局

10 山邊　鉄也
やまべ　てつや

就労支援・労働問題 神奈川県社会保険労務士会　副会長

敬称略

横浜市がん対策推進計画策定検討部会　委員名簿
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○ 堀元　隆司　委員

○ 物部　博文　委員

○ 山形　光正　委員

○

○ 山邊　鉄也　委員

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

健
康
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局

保
健
事
業
課
担
当
係
長

健
康
福
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く
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当
係
長
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横浜市がん対策推進計画策定検討部会設置要綱 

                                         

制定 平成 27 年８月５日 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、「横浜市がん対策推進計画（仮称）」策定にあたり、専門の事項を協議す

るために横浜市保健医療協議会運営要綱第７条第１項に基づく部会として、横浜市がん対策

推進計画策定検討部会（以下「部会」という。）を置き、部会の運営その他必要な事項につい

て定めるものとする。 

（内容） 

第２条 部会は、次の事項について協議を行うものとする。 

 (1) 「横浜市がん対策推進計画（仮称）」の策定 

(2) その他必要な事項 

（構成） 

第３条 部会は、横浜市保健医療協議会（以下「協議会」という。）の委員、臨時委員及び関係

団体の代表等のうちから、協議会会長が指名する者をもって組織する。 

（部会長） 

第４条 部会は、部会長を 1 人置き、協議会会長が指名する。 

（会議） 

第５条 部会の会議は、協議会会長の指示に応じ部会長が招集する。 

（会議の公開） 

第６条 横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成 12 年２月横浜市条例第１号）第 31

条の規定により、部会の会議については、一般に公開するものとする。ただし、委員の承諾

があれば、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。非公開とする場合は、傍聴人

を会場から退去させるものとする。 

（意見の聴取等） 

第７条 部会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見

又は説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。 

（解散） 

第８条 部会は、「横浜市がん対策推進計画（仮称）」に関する協議会の審議終了をもって解散

するものとする。 

（庶務） 

第９条 部会の庶務は、医療局がん・疾病対策課において処理する。 

 （委任） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会の会議

に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成 27 年８月５日から施行する。 
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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 
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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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がん患者さんの口腔トラブル対応の日  々

肺がん化学療法中のカン
ジダ感染症 

抗
が
ん
剤
治
療
中
の
口
腔
感
染
症
の
対
処
は
？ 

肝胆膵がん化学療法後 
ヘルペス感染 

造血幹細胞移植治療による
出血を伴う口腔粘膜炎 

造
血
幹
細
胞
移
植
治
療
の
口
腔
粘
膜
炎
の
対
策
は
？ 造血幹細胞移植治療後 

ＧＶＨＤ（移植片対宿主病） 
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国国立がん研究センターのがん情報の中で、 
口内炎のアクセス数が最も多い 

全身麻酔後の術後性肺炎 

お口の汚れは肺炎の原因 
になる可能性がある 

それは
なぜか

！？ 

資料：昭和大学歯学部口腔衛生学講座 
　　　渡邊賢礼先生 21



がん治療に伴う口腔内合併症 
 
１免疫抑制を起こす化学療法で口内炎が全身感染症の重
大なリスク 
 
２口内炎と好中球減少の双方を持つ患者が敗血症になる 
　相対リスクは口内炎を持たない場合の４倍以上 
 
３口内炎は多大な経済負担を強いる 
　口内炎を発症する患者は、口内炎の発症しない患者 
　より５日間入院期間が長い 
 
　患者１日あたりの費用４５００ドル（約５０万） 
　患者１人あたりの費用２２５００ドル（約２６０万） 
　 
 

急性期病院における平均在院日数
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食道癌開胸開腹術後の 
肺炎予防 

術後肺炎（誤嚥性肺炎を含む） 

191例 118例（男性109例） 

n (％) n (％) 

静岡がんセンター 口腔ケア未実施* 
(2002－2008年) (1981－1999年) 

開胸開腹術　総数 
平均年齢 65歳 

11.0％ 

( *: Kinugasa, et al. J. Surg. Oncol, 2004) 

63歳 

     32.2% 
術後の呼吸不全 　  2.1％      16.9% 

 

静岡がんセンターでの食道癌の術死は0％、在院死は約0.5％ 

がん患者さんを中心とした 
医科歯科連携 

日経BPネット 

国立がんセンターと日本歯
科医師会が歯科医療で連携 
歯科医の協力でがん患者の合併症を予
防 
2010年9月1日 
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横横浜市がん患者歯科医療連携の流れ 

ががん患者歯科医療連携開始時の流れ図 

2

3 FAX

1

FAXFAXFAX

5 55

2

4

FAX

FAX

Step

Step

Step

Step

Step24



1. がんの予防・教育 
・ 団体や市民活動の支援 

 口腔がん予防に関する正しい知識の普及啓発として、神奈川県歯科医師会と横浜市歯科医師会では、

「無料口腔がん検診」を実施していますが、福祉保健センターのような、横浜市の施設を利用すること

が難しい場合があります。 

 このように様々な団体の普及啓発活動が、横浜市の施設を利用できるような支援も必要と思います。 

 

・ 学校保健でのがん教育 

政府はがん対策推進基本計画（平成24年度～平成28年度までの５年間）でがんの教育・普及啓発を５

年以内に、学校での教育のあり方を含め、健康教育全体の中で「がん」教育をどのようにすべきか検討

し、検討結果に基づく教育活動の実施を目標としています。 

    がんに関する学校での教育は重要で、生活習慣病など生活行動が主な要因となって起こる病気の予防

には、栄養の偏りのない食事をとること、口腔の衛生を保つことなど、望ましい生活習慣を身に付ける

必要があります。生活習慣病や、喫煙と飲酒についてはこどもの時期に正しい知識を学び、がん検診の

必要性を理解することは必要です。 

 また、子宮頸がん対策についても中学生・高校生を対象にした啓発などもあり、学校保健委員会との

連携が求められます。 

 学校教育の場で、医療者が講義や児童・生徒参加型のワークショップなど行うのも関心を持つのでは。 

  

・ 禁煙教育・受動喫煙に対する対策 

 健康横浜21でも喫煙対策に課題がありますが、なかなか進まないようです。 

受動喫煙の弊害について、こどもを守る視点での「受動喫煙撲滅」のような方向性を明示する必要があ

ると考えます。 

 たとえば、公共施設やスクールゾーンでの禁煙エリアの設定は、ニュース性においてもインパクトが

あるのではないでしょうか？ 

  

 

・ 食事習慣、生活習慣への取り組み 

 現在論文発表されている発がん率抑制効果の認めれた因子を全身体的に全て網羅した、超アンチ発ガ

ン体質のスーパーヒーロー「横浜太郎さん」の食習慣・生活習慣を、モデル化して市民に発がん抑制率

も含めて示したら如何でしょう。 

 発想の起点は次のとおりです。「ためしてガッテン」のような健康情報番組を見ていると、毎週いろ

いろな健康食材が紹介されていますが、「これまで紹介された食材を全て食べるとすると、一体どんな

食習慣や食生活になるのだろうか？」と。 

 よく、バランスよく食べましょうといわれますが、そのバランス（ベストミックス）が具体的に分か

らないところです。 

 この視点と同じ視点でガン予防も考えてみたいのです。 

 タバコは吸わない、酒は呑まない、1日２０分程度の有酸素運動にて汗をかく、夜１０時に就寝し６

時に起床、腸内フローラの活性化のために食物繊維豊富な野菜を食す。その献立も月曜日はこう、火曜

日はこう、水曜日はこう、、、といった具合にエビデンスを集積したら一体どのような人間像ができあ

がるのでしょうか。 

 こういった理想モデルやベンチマークを提示し、実際の個人の生活がそこからどれだけ乖離するかを

検証するのも啓発に効果的かもしれません。  

    

 

2.がんの早期発見 
 

3.がん医療 
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・ 歯科医療連携 

 がん治療に積極的に口腔ケアを取り入れることで、術後の手術野の感染・術後性肺炎の予防や、化学

療法・放射線療法に伴う口腔内トラブルを軽減することが明らかとなり、治療成績の向上と入院期間の

短縮が明らかとなりました。さらに、骨転移予防としての、ビスホスホネート製剤および抗RANKL抗体

製剤による顎骨壊死対策についても、投与前の歯科診療所の受診が奨励されています。 

 また、在宅医療においても、口腔機能衛生管理と食支援の役割からも歯科訪問診療は重要と考えます。 

 しかし、現状では歯科医療連携について、医療職・患者さんともにまだまだ認知が低く、システムの

問題もあり連携が動いていません。 

 「がん地域連携クリティカルパス」を作成し、その中に歯科医療連携を位置づけることが有効ではな

いでしょうか。 

 日本歯科医師会では、国立がん研究センターと講習会を共催し、受け皿としての歯科医師を育成して

いますので、横浜市のがん治療の中に位置づける取り組みが求められます。 

 

http://ganjoho.jp/professional/med_info/dentist_search.html 

 

 

・ 希少がんへの対応 

 口腔がんは、初期の段階では口内炎などと思い込み、手遅れとなってしまうことが少なくありません。 

手術を行ったとしても審美障害・嚥下障害・発音障害・咀嚼障害など多くの障害が生じてしまう疾患で、

患者さん毎に障害を考慮した治療法の選択やリハビリなどを総括的に施す必要があります。しかし、罹

患率が低いこともあり、診断や治療法や医療機関の情報が少ないため、患者さんが最適な医療を受けら

れないことがあります。 

 希少がんについても、患者さんが不利益を被らないような情報提供などが求められます。 

http://www.oralcancer.jp/2005p1/ 

 

 

 

4.緩和医療 
  ・歯科医療連携 

 緩和医療において、キュアを目指す治療の中では、がん治療に伴う口腔トラブルの予防と軽減することで、

がん治療の質向上と治療完遂を支援します。また、終末期においては、口腔乾燥（約９０％）・会話困難（６

６％）・経口摂取困難（５１％）・口腔内の痛み（３１％）などの口腔トラブルが高頻度に認められます。 

口腔に起因する疼痛の緩和、誤嚥性肺炎予防や可能な限り最後まで経口摂取が行えることで、最期まで生活を

支援すると言った位置づけが求められます。 

 （静岡県立がんセンターでは、緩和医療科から歯科外来への依頼は、血液内科についで多かったそうです。） 

  

  http://ganjoho.jp/data/professional/med_info/koushukai_text/files/06.pdf 

 

5.相談支援と情報提供 
・ HPの充実 

 市民や医療従事者向けに、横浜市での取り組みや、様々な医療情報を見やすく・わかりやすいHPの充

実が必要と考えます。 

 

・ 図書館にがん情報に関するコーナーを 

 以前、静岡県立がんセンターを見学した時に、同センターでは入院患者さん向けにがんに関する書籍

コーナーを充実して、患者さん自身の学びを支援していました。 

 横浜市立図書館に、がんに関するコーナーを設置するのは如何でしょう。 

 

・ がんサロン 
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 がん患者さんや家族の方が集まって、がん治療の体験を語ったり、情報交換を行う場として、地域ケ

アプラザや福祉保健センターにがんサロンを設置する。この活動は島根県で取り組まれ、医療の質・安

全学会より「新しい医療のかたち賞」を受賞しています。 

 

6．がんになっても安心して暮らせる社会の構築 
・ 患児と家族を支える小児がん専門施設 

 横浜市では、小児がんの治療施設が不足しているか不明ですが、がんになっても家族と一緒に成長を

育みながら心のケアもおこなう、小児がん専門施設や小児ホスピスの設置を進めることが「こどもに優

しい横浜」を表すことになるのではないでしょうか。 

 日本歯科医師会は日本財団と協働して「チャイルド・ケモ・ハウス」などの運動を進めていますが、

このような施設を横浜で設置できたらと思います。 

 

  http://tooth-fairy.jp/projects/hope-for-children/hospital/post-7.html 

 

 

 

7.がん登録・がんの研究 
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第４章 具体的な取組 

１ がんの予防                                  

 

 

 

 

 

○日本人の２人に１人ががんに罹患し、３人に１人ががんで死亡しています。がん

による死亡率を減少させるためには、喫煙、食生活や運動などの生活習慣の改善な

どを通じたがん予防に加え、早期発見早期治療につなげるため、定期的にがん検診

を受けることが重要です。 

 

 ○喫煙は、肺がんだけでなく、他の多くの部位（口腔、咽頭、子宮頸部、骨髄性白

血病）のがんのリスクを確実に上げることがわかっています。また、受動喫煙も、

肺がんのリスクを上げることが確実とされています。 

 

【現状】 

○横浜市の死因に占めるがんの割合は 32.5％、65歳未満の早世の死因でみると 39%

を占め、死因の 1位を占めており、がん予防啓発はがんによる死亡を減少させるた

めに重要です。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○「健康横浜２１」では、「食生活」「歯・口腔」「喫煙・飲酒」「運動」「休養・こ

ころ」の５つの分野の生活習慣の改善と、がん検診、特定健診の普及による生活習

慣病の重症化予防に、育ち・学びの世代（乳幼児期～青年期）、働き・子育て世代

（成人期）、稔りの世代（高齢期）の３つのライフステージ別に行動目標を設定し

て取り組んでいます。 

 

○学校では、学習指導要領により、生活習慣病に関わるがん予防の視点で授業を行

っています。 

 

○横浜市における受動喫煙防止対策は、平成 22 年４月に「神奈川県公共的施設に

おける受動喫煙防止条例】が施行され、医療機関や行政機関、飲食店等の不特定多

数の者が出入りする公共的空間における対策は一定の改善が見られていますが、家

庭については、法的規制がなく受動喫煙防止啓発を進めています。(健康横浜 21) 

 

 

骨子案【項目】 

・がん予防に関する正しい知識の普及・・・・・・・・・・健康横浜 21 

・喫煙がもたらす健康影響に関する十分な知識の普及・・・健康横浜 21 

・未成年の喫煙防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・健康横浜 21 

・がんを防ぐ食事習慣の普及・・・・・・・・・・・・・・健康横浜 21 

・がんを防ぐ運動習慣の普及と実践・・・・・・・・・・・健康横浜 21 

・感染を原因とするがんの知識の普及・・・・・・・・・・保健医療プラン 2013 

・感染を原因とするがんに対する予防対策・・・・・・・・保健医療プラン 2013 
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○肝がんについては、肝炎、肝がん等の原因となるＢ型、Ｃ型ウイルスの有無を調

べるため、肝炎ウイルス検査を実施しています。また、肝炎、肝がん等の予防。治

療に繋げるためにＣ型肝炎の治療についての市民向け講演会、各区で肝炎に関する

相談・問合せ（治療費助成、肝炎検査等）を実施しています。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

【課題】 

○今後は横浜市民のがん罹患の特徴を捉え、がん予防に向けて、喫煙をはじめとす

る効果的な生活習慣の改善の推進や、総合的な視点でがん予防啓発を一層推進する

必要があります。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○がん予防に向けた生活習慣の改善（食生活、運動、喫煙、飲酒等）にさらに取り

組む必要があります。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○行政だけでなく、働く世代のライフスタイルに大きな影響を及ぼす職域等も含め、

関係機関・団体と連携した効果的な取組を行っていく必要があります。（健康横浜 21） 

 

○健康横浜 21第 1期計画での取組結果から、市民の健康に関する意識・知識は高

まりを見せていますが、行動につながりやすい環境づくりや、健康行動を継続し習

慣化できるような働きかけが重要です。（健康横浜 21） 

 

○地域の健康づくり活動に主体的に取り組む市民の割合を増やすことや、身近な場

で健康相談を受けられる環境づくり、また、地域のつながりの強化等のソーシャル

キャピタルの醸成等も含め、地域全体で取り組む環境づくりが重要です。（健康横浜 21） 

 

○横浜市全体の方向性を踏まえながら、それぞれの区の特性（人口構造や世帯構造、

疾病状況、社会資源等）に応じた取組の工夫が必要です。（健康横浜 21） 

 

○生活の場である家庭を含めた受動喫煙を受けない環境づくりとともに、喫煙率を

下げる取り組みが必要です。(健康横浜 21) 

 

○市民が肝硬変・肝がんといった重篤な病気にならないよう、肝炎ウイルス検査や

肝炎医療に関して啓発を図る必要があります。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

【対策・今後の施策】 

○生活習慣の改善を通じたがん予防 

 「健康横浜 21」の喫煙対策として、小・中・高校生、大学生等など未成年者への

働きかけ、喫煙をやめたい人がやめられるようなサポート体制の構築、また受動喫

煙を受けない環境づくりを進めます。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○「食生活」「歯・口腔」「喫煙・飲酒」「運動」「休養・心」の 5つの分野の生活習

慣の改善とがん検診、特定健診の普及による重症化予防にライフステージ別に行動

目標を設定して取り組みます。(健康横浜 21) 

 

○学齢期の「がん教育」については、学習指導要領への位置づけ等の状況に合わせ、

市立学校において円滑に実施されるよう準備を進めます。 
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○就労者をはじめとする市民や事業者にがんの実情について理解していただき、事

業者の協力による予防及び検診受診勧奨、さらには治療と就労との両立が図られる

よう、啓発を推進します。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○肝炎ウイルス検査及び肝炎医療を周知するための広報・啓発、受診しやすい環境

の整備（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

【目標（案）】 

【目標案の例】 現状 
（健康横浜 21 策定時 22 年） 

目標 
健康横浜 21 最終年（ 34 年） 

○育ち学びの世代 
未成年と同居する者の喫煙率 

男性 29.9％ 
女性 10.5％ 減少傾向へ 

○働き・子育て世代 
20～64 歳で 
1 日 30 分・週 2 回以上の運動

を1年間継続している者の割合 

全体 26.8％ 
男性 25.4％ 
女性 27.5％ 

全体 34％ 
男性 35％ 
女性 33％ 

○働き・子育て世代 
/稔りの世代共通 
1 日の野菜摂取量 

271ｇ 350ｇ 

○働き・子育て世代 
/稔りの世代共通 
1 日の食塩摂取量 

10.7ｇ 8ｇ 

○働き・子育て世代 
/稔りの世代共通 
成人の喫煙率 

18.8％ 12％ 

○働き・子育て世代 
/稔りの世代共通 
非喫煙者の内日常生活の中で

受動喫煙の機会を有する者の

割合 

家庭 11.5％ 
職場 32.0％ 
飲食店 54.7％ 
行政機関 5.6％ 
医療機関 0.6％ 

家庭 3.6％ 
職場 0％ 

飲食店 17.2％ 
行政機関 0％ 
医療機関 0％ 

○働き・子育て世代 
/稔りの世代共通 
生活習慣病のリスクを高める

量を飲酒している者の割合 

男性 16.9.％ 
女性 7.0％ 

男性 14％ 
女性 6.4％ 

○稔りの世代 
65 歳以上で 1 日 30 分・週 2 回

以上の運動を1年間継続してい

る者の割合 

全体 46％ 
男性 60.9％ 
女性 33.3％ 

全体 52％ 
男性 維持増加傾向へ 

女性 43％ 

 肝炎ウイルス検査 25,519 件 

本人の自覚なしに感染し

ている可能性があるため、

少なくとも 1回は検査を受

けるよう啓発します 
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２ がんの早期発見                              

 

 

 

 

 

○がんによる死亡者数を減少させることを目的に、がんの早期発見、早期治療を促

進するため、国の「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に基づ

き、がん検診が職場の検診など他に受診機会のない方で、一定年齢以上の市民の方

を対象に実施しています。 

 

○がん検診は、一見健康な人に対して、「がんがありそう（要精密検査）」、「がんが

なさそう（異常なし）」ということを判定し、要精密検査と判定された方には精密

検査の受診をお勧めします。 

精密検査を受けない場合には、せっかくの早期発見・早期治療の機会を逃してし

まいますので、個別に受診勧奨を行い、適切な医療に結びつくよう、取組を進めま

す。 

 

【現状】 

○区役所などでは、がん検診の広報や啓発の取組として、がん検診の意義や正しい

理解を深めるための活動を行っています。 

 

○現在、横浜市では「健康増進法」及び「がん予防重点健康教育及びがん検診実施

のための指針（厚生労働省）」に沿って、各種がん検診（胃がん、肺がん、大腸が

ん、子宮がん、乳がん）を胃・肺・大腸・乳がん検診は満 40 歳以上、子宮がん検

診は満 20歳以上の方を対象に実施しています。 

 

本市が実施するがん検診の受診者数は、医療機関による肺がん検診の開始、特定

年齢の方への無料クーポン券の送付（がん検診推進事業）による個別勧奨などの効

果により、全体として増加傾向にあります。 

 

しかしながら、本市のがん検診受診率は、他政令指定都市と比較して平均以下の

ものもあります。（よこはま保健医療プラン 2013） 

【項目】 

・がん検診の必要性、意義に関する正しい理解の促進・・・ 

・がん検診の受診率向上・・・・・・・・・・・・・・・・健康横浜 21 

・がん検診の精度管理・事業評価の実施・・・・・・・・・ 

・がん検診の取組の把握と支援の枠組み・・・・・・・・・健康横浜 21 

・がん検診事業の評価、ＰＤＣＡサイクル（第 1回の意見を受け削除） 

・科学的根拠に基づくがん検診の実践と普及・・・・・・・ 
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○がん検診実施医療機関の状況（推移） 

個別医療機関での肺がん検診の実施や、内視鏡による胃がん検診モデル事業を開

始するなど、受診機会の拡充に向けて今後も取組を進めます。 

 

がん検診実施医療機関数の推移（施設数） 

 23年９月 24年９月 25年９月 26年９月 27年９月 

全医療機関数 1,011 1,023 1,025 1,061 1,062 

胃がん（エックス線） 415 382 349 335 308 

胃がん（内視鏡） － － － 66 77 

肺がん 123 182 221 285 322 

子宮がん 197 190 187 184 184 

乳がん 317 297 290 284 283 

視触診のみ(再掲) 240 222 213 207 199 
視触診＋マンモグラフィ（再掲） 77 75 77 77 84 

大腸がん 875 888 890 916 918 

※乳がん検診における視触診＋マンモグラフィを実施する施設のうち、マンモグラ

フィのみの検診を実施する１施設を含みます。 

  

○内視鏡による胃がん検診の導入については、国の動向を注視していくとともに、

横浜市においても、それを踏まえた対応が速やかに行えるよう、他都市の事例も参

考にしながら、必要な検討を進めます。 

 

○本市のがん検診の受診歴を登録した「がん検診台帳システム」を活用し、受診歴

や年代に応じて、通知の内容を変えるなど、きめ細やかな受診勧奨を行っています。 

 

○職場でがん検診を受診する方々の支援のため、企業の経営者等向けに、職場で従

業員の健康管理が重要であることなど、健康経営に関する理解を深めるための啓発

に取り組んでいます。 

 

 

【課題】 

○国が定めるがん対策推進基本計画（平成 24 年～28 年度）で、がん検診の受診率

を５年以内に 50%（胃・肺・大腸は当面 40%）とする目標を、横浜市でも達成する

ためには、今後、受診率の向上に取り組んでいく必要があります。（よこはま保健

医療プラン 2013） 

 

○がんの早期発見、早期治療は、社会復帰を促進するために重要であるため、まず

はがん検診の受診率を向上させることが必要です。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○就労者にとって、休暇を取って検診や治療を受けることは、仕事への影響や周囲

への遠慮、解雇や意に沿わない異動に対する恐怖感など、精神的な負担を感じ、受

診を躊躇する原因になると考えられます。（よこはま保健医療プラン 2013） 
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○受診率向上に伴い、不足が見込まれる二次読影医師（肺、乳）や実施医療機関を

確保する必要があります。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○実施医療機関を増やすため、参加しやすい環境整備（肺がん検診二次読影のデジ

タル対応等）を進める必要があります。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○精密検査の結果（追跡調査）及びがんと診断された方の治療結果調査について、

回答率の向上を図る必要があります。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○国の研究班で、新たな対策型がん検診（胃がんでの内視鏡検診など）の実施が検

討されており、国から実施するよう指針が示された場合は、速やかに実施できる体

制を整える必要があります。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○がん検診の方法が有効に行われているかどうかを確認する指標として、技術的・

体制的指標（検診実施期間の体制、実施手順）、プロセス指標（がん検診受診率、

要精検率、精検受診率、陽性反応適中度、がん発見率）、アウトカム指標（がん死

亡率）が厚生労働省により示されています。がん検診が適正に運用されているか、

確認することが必要です。 

 

○新たな検診方法などを本市が実施する検診として導入する際は、まず、国による

安全性の確認や受診者の身体的負担などの検証がなされる必要があります。 

 

【対策】 

○社会に向けた啓発・広報を強化するため、メディアなどによる啓発・広報のほか、

関係団体と連携した事業に取り組みます。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○個人に対する啓発・広報を強化するため、特定年齢の方への無料クーポン券等の

送付を通じた個別勧奨を継続するとともに、新たな個別勧奨通知に取り組みます。

（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○がん検診の受診率向上に向けた啓発（健康横浜 21） 

 ・検診通知等の機会に合わせた啓発資料の送付 

 ・自主グループ等による地域での情報提供 

 ・民間企業との協定締結等によるがん検診の普及啓発 

 

○女性の受診率向上に向けた取組  

 平成 21年度から国の補助事業を活用し、無料クーポン券を送付しています。 

また、無料クーポン券の対象でない方には、年代に応じて、案内の内容を変えた

通知文等を送付して受診率の向上を図ります。 

 

○就労者をはじめとする市民や事業者にがんの実情について理解していただき、事

業者の協力による予防及び検診受診勧奨、さらには治療と就労との両立が図られる

よう、啓発を推進します。【再掲】 
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○各種がん検診の実施体制の拡充と検診精度の維持、向上を図ります。（よこはま

保健医療プラン 2013） 

 

○国の動向を踏まえ、新たな検診方法について検討し、体制の整備を進めます。（よ

こはま保健医療プラン 2013） 

 

○がん検診の有効性を確認するため、医療関係団体や学識経験者など、専門家によ

る協議会を開催し、技術・体系的指標やプロセス指標について、助言をいただきな

がら横浜市が実施するがん検診の適正な管理に努めています。また、アウトカム指

標については、人口動態統計を利用して数値の把握に努めます。 

 

【目標】 

 平成 28（2016）年 国民生活基礎調査での横浜市民のがん検診受診率（69 歳以

下）を胃、肺、大腸は 40%、乳・子宮は 50%とします。 

 

行動目標 指標 分類 
現状 

（25年） 
28年 

定期的に

がん検診

を受ける 

がん検診受診率（平成 28年） 

・胃・肺・大腸がん検診 40～69歳の過去 1年間 

・乳がん検診 40歳～69歳の過去 2年間 

・子宮がん検診 20歳～69歳の過去 2年間 

胃 
男性 45.8% 

女性 29.2% 
40% 

肺 
男性 45.8% 

女性 29.6% 
40% 

大腸 
男性 41.1% 

女性 30.6% 
40% 

乳 女性 43.0% 50% 

子宮 女性 44.6% 50% 

目標値：国のがん対策基本計画、よこはま保健医療プラン 2013出典：国民生活基礎調査（横浜市分）厚生労働省 

 

【目標】案 

 現状（26年度） 目標(30年度) 

受診勧奨の実施状況 
市民を対象に個別受診勧奨

を実施 

検診対象となる市民に向け、

受診歴や年代に応じて通知

を作成するなど、きめ細やか

な受診勧奨の取組を推進し

ます。 

がん検診の精度管理  

がんの早期発見・早期治療に

つなげるため、精密検査未受

診者への受診勧奨を推進し

ます。 
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３ がん医療                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

医療提供体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅医療 

地域包括ケアシステム 

骨子案 

（１）がん診療連携拠点病院の整備 

 ・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 

（２）安心・安全で質の高いがん医療の提供に向けた取組 

（３）がん医療を担う人材育成と研修の推進 

（４）緩和医療の充実  

（５）在宅医療及び連携の推進 

（６）ライフステージに応じた対策 

・緩和ケアに関する普及啓発 

・治療の初期段階からの緩和ケアを提供する緩和ケアチームの設置の推進 

・緩和ケア実施施設における緩和ケアの充実 

・緩和ケアに従事する人材の育成 

・在宅医療、在宅緩和ケアの実施推進 

・緩和ケアを地域で展開するための地域連携の推進 

・住民・社会に向けた正しい理解の促進（緩和ケア） 

 

身近な地域の 

診療所・病院 

（かかりつけ医） 

 
・日常の健康管理、 

健診、検診、 
健康指導、相談 

・主治医としての治療 
・病院等との連携 
・地域連携クリティカルパ

スの活用 
 

患者・家族  

通院や在宅でのがん医療・介護 

標準的・専門的ながん医療を行う医療機関 

 
・地域の医療機関からの患者の受入れ 
・がんの専門的な医療・がん登録の実施 
・地域連携クリティカルパスの活用 
・相談支援、情報提供・周術期口腔機能管理 

緩和医療を提供する医療機関 

がんと診断された時からの緩和医療の提供 

身体的苦痛だけでなく、精神的苦痛、 

社会的苦痛の緩和 

 
・緩和ケアチームを有する医療機関 
・緩和ケア病棟を有する医療機関 
・在宅緩和医療を行う医療機関 
 
 

紹介 

都道府県がん診療連携拠点病院 

地域がん診療連携拠点病院 

神奈川県がん診療連携指定病院 

 

・我が国に多いがん及びその他の

がんに対する専門的な医療 

・地域のがん診療の連携協力体制

の構築 

・がん相談支援センターの設置 

・地域医療人材に対する研修実施 

・がんと診断された時から緩和

医療が提供される体制整備 
・身体的苦痛や精神的苦痛、社

会的苦痛等のスクリーニング 

紹介 

通院 

退院 
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市内のがん治療の実施状況 

○放射線治療実施医療機関 

横浜北部 横浜西部 横浜南部 神奈川県 全国

体外照射 4 3 7 36 733

（人口10万対） (0.3) (0.3) (0.7) (0.4) (0.6)

腔内・組織内照射 1 1 2 9 162

（人口10万対） (0.1) (0.1) (0.2) (0.1) (0.1)

IMRT 2 1 2 8 108

（人口10万対） (0.1) (0.1) (0.2) (0.1) (0.1)

出典：平成20年度医療施設調査（厚生労働省）  

○放射線治療実施件数 

横浜北部 横浜西部 横浜南部 神奈川県 全国

体外照射 3,024 2,181 1,624 13,760 207,982

（人口10万対） (197.9) (197.9) (153.8) (151.9) (162.4)

腔内・組織内照射 4 28 16 88 1,153

（人口10万対） (0.3) (2.5) (1.5) (1.0) (0.9)

出典：平成20年度医療施設調査（厚生労働省）  

○外来化学療法実施医療機関 

横浜北部 横浜西部 横浜南部 神奈川県 全国

一般診療所 5 2 4 32 612

（人口10万対） (0.3) (0.2) (0.4) (0.4) (0.5)

病院 7 10 5 57 1,376

（人口10万対） (0.5) (0.9) (0.5) (0.6) (1.1)

加算1，2届出 24 17 10 137 2,438

（人口10万対） (1.6) (1.5) (0.9) (1.5) (1.9)

出典：平成20年度医療施設調査（厚生労働省）
　　　　加算届出数：平成24年1月診療報酬施設基準(厚生労働省）  
○外来化学療法実施件数 

横浜北部 横浜西部 横浜南部 神奈川県 全国

一般診療所 8 5 12 303 7,043

（人口10万対） (0.5) (0.5) (1.1) (3.3) (5.5)

病院 4 1,578 564 7,252 130,916

（人口10万対） 61.1 142.5 53.4 80.0 1.9

出典：平成20年医療調査(9月実績）（厚生労働省）  

○悪性腫瘍手術件数 

横浜北部 横浜西部 横浜南部 神奈川県 全国

一般診療所 4 10 6 34 1,142

（人口10万対） (0.3) (0.9) (0.6) (0.4) (0.9)

病院 401 485 353 2,458 44,010

（人口10万対） (26.2) (43.8) (33.4) (27.1) (34.4)

出典：平成20年医療調査(9月実績）（厚生労働省）  
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（１）がん診療連携拠点病院の整備 

【現状】 

 がん診療連携拠点病院は、専門的ながん医療の提供を行うと共に、がん診療の

連携体制の整備、がん患者に対する相談支援、情報提供等を行う病院で、地域の

がん診療の質の向上を図ることを目的に国が指定します。（がん診療連携拠点病院

には、都道府県に１か所指定される「都道府県がん診療連携拠点病院」と二次医

療圏ごとに指定される「地域がん診療連携拠点病院」があります。） 

 国の指定する地域がん診療連携拠点病院は二次医療圏に１か所とされています

が、横浜市内では人口規模や診療機能を考慮し、複数の地域がん診療連携拠点病

院が指定されています。 

 神奈川県が独自にしている「神奈川県がん診療連携指定病院」を含め、市内に

12病院あります。 

 

【課題】 

 国の地域がん診療連携拠点病院の整備指針は、二次医療圏に 1 か所となってい

ます。横浜市には 3 つの二次医療圏がありますが、1 医療圏あたりの人口が全国

平均の約 3～4倍と多いため、より身近な病院で質の高いがん診療を受けることが

できるよう、さらなる指定の検討が必要です。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

【対策】 

○地域がん診療連携拠点病院等 

地域がん診療連携拠点病院及び神奈川県がん診療連携指定病院については、今

後とも、診療機能や立地条件等を配慮しながら、指定の更新や新規指定を推進し

ます。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○会議の設置 

市内のがん診療連携拠点病院をはじめとするがん医療を行う医療機関及び研究

機関等の代表者による会議を設置し、情報交換やがん医療の充実・強化に関する

協議を行います。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○市民講座等の支援 

 地域がん診療連携拠点病院等の医療機関等が実施するがんに関する市民講座の

会場確保や市民広報に関する支援を行います。（よこはま保健医療プラン 2013） 
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〈横浜市内のがん診療連携拠点病院〉 

病  院  名 二次保健医療圏名 所在区 区分※ 

独立行政法人労働者健康福祉機構 

横浜労災病院 
横浜北部 

港北区 2 

昭和大学横浜市北部病院 都筑区 2 

恩賜財団済生会横浜市東部病院 鶴見区 2 

神奈川県立がんセンター 

横浜西部 

旭区 1 

横浜市立市民病院 保土ケ谷区 2 

一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院 西区 3 

独立行政法人国立病院機構 

横浜医療センター 
戸塚区 3 

公立大学法人横浜市立大学附属病院 

横浜南部 

金沢区 2 

横浜市立みなと赤十字病院 中区 2 

公立大学法人 

横浜市立大学附属市民総合医療センター 
南区 2 

国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 金沢区 3 

恩賜財団済生会横浜市南部病院 港南区 3 

  ※区分 1は都道府県がん診療連携拠点病院、2は地域がん診療連携拠点病院、 

3 は神奈川県がん診療連携指定病院（国が指定する地域がん診療連携拠点病院と同等の機能を有

する病院で県知事が独自に指定する病院） 
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（２）安心・安全で質の高いがん医療の提供に向けた取組 

【現状】 

○先進医療の状況 

 がん診療連携拠点病院等では、先進医療の導入が進んでいます。保険診療の適

用範囲も広がりつつあり、徐々に利用しやすい環境が整ってきています。地域医

療連携によって、必要とする患者の円滑な受診につなげていく必要があります。

（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○がん患者の周術期における口腔機能管理 

・がん治療時に、口腔機能・衛生管理を行うことで、手術時のトラブル防止や誤

嚥性肺炎、局所感染の予防や放射線・化学療法による口腔内トラブルを軽減する

ことにより、治療成績の向上が図られるとされています。  

 

・平成 22年度から国立がん研究センターや県立がんセンター等で連携事業が開始

されています。平成 24年度から国立がん研究センターや県立がんセンター等で連

携事業が開始されています。平成 24年度からのがん対策推進基本計画の中で示さ

れた、がん患者への口腔ケアの取組に対応する形で、厚生労働省は「周術期口腔

機能管理」という概念を新たに取り入れました。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

【課題】 

○質の高いがん医療の提供 

がんに対する主な治療法には、手術療法、放射線療法、化学療法等があり、単

独またはこれらを組み合わせた集学的治療が行われています。これらを専門的に

行う医師の連携のもとに様々な病態に応じた適切な治療法が提供されていくこと

が必要です。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○先進医療の提供 

がん診療連携拠点病院等で行われている先進医療について、地域医療連携によ

って、必要とする患者の円滑な受診につなげていく必要があります。 

 

○がん診療連携に関する情報流通 

 各医療機関で提供しているがん診療に関する診療機能については、常に最新の

正しい情報が把握され、適切な地域連携ができるようにしていくことが望まれま

す。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○がん患者の生活の質の向上 

 がん患者の生活の質の向上のためには、食事療法などによる栄養管理やリハビ

リテーションの推進等が求められます。特にがん患者の病状の進行に伴い、日常

生活の動作に支障を来たし、生活の質が悪化する場合があることから、運動機能

の改善や生活機能の低下予防のため、質の高いリハビリテーションの実施が求め

られています。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○がん医療の人材育成・チーム医療 

医療従事者をさらに養成するとともに、こうした専門の医療従事者に協力・支

援することができるがん医療に関する基礎的な知識や技能を有する医療従事者を
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養成していく必要があります。 

 安心・安全で質の高いがん医療を提供するため、医療従事者間の連携と補完を

重視した多職種でのチーム医療を推進する必要があります。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○周術期口腔機能管理 

 がん治療における、「周術期口腔機能管理」は、がん診療連携拠点病院をはじめ

として、医科歯科連携による取組はまだ少ない状況です。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○地域連携クリティカルパスの活用推進 

 がん医療の地域連携を推進するためのツールとして、がん診療連携拠点病院等

では、地域連携クリティカルパスの整備がされていますが、パスの使用状況は病

院により異なり、あまり多いとは言えない状況です。さらなるパスの活用推進に

向けた取組が必要です。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

【対策】 

○がん医療提供体制の充実 

手術療法、放射線療法、化学療法及びこれらを組み合わせた集学的治療を更に

推進するため、拠点病院を中心に医療従事者の養成を図ります。（よこはま保健医

療プラン 2013） 

 

○がん診療機能に関する情報流通 

市内の医療機関におけるがん診療機能を把握するための調査等を実施して、具

体的な状況を把握します。これらの情報を医療機関の間で共有し地域医療連携に

おいて活用できる仕組みを構築し、がん患者がその病状や治療方針に最も適合す

る治療を受けられる体制を整えます。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○チーム医療の充実 

がん患者やその家族に対して安心、安全で質の高いがん医療を提供できるよう、

手術療法、放射線療法、化学療法の各種医療チームの設置等の体制を整備します。

がん医療の専門医師及び各職種の専門性を生かし、医療従事者間の連携と補完を

重視した多職種によるチーム医療を推進します。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○栄養管理やリハビリテーションの推進 

がん患者の生活の質の向上を目指し、食事療法などによる栄養管理やリハビリ

テーションの推進など、職種間連携を推進します。特に、がん患者の運動機能の

改善や生活機能の低下予防のため、質の高いリハビリテーションに取り組みます。

（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○周術期口腔機能管理の推進 

がん診療連携拠点病院における周術期口腔機能管理の推進を支援していきます。

（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○地域連携クリティカルパスの活用推進 

がん診療の地域医療連携を推進するため、地域がん診療連携拠点病院等を中心

とする活用状況を把握するとともに、普及促進を支援します。（よこはま保健医療プラン 2013） 
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〈地域がん診療連携拠点病院等での先進医療の状況〉 

病院名 先進医療技術名 適応症 承認 

年月日 

適応となる 

病名・病状 

件

数 

神奈川県立 

がんセンター 

パクリタキセル腹腔内

反復投与療法 

胃切除後の進行性胃がん（腹膜に

転移しているもの、腹腔洗浄細胞

診が陽性であるもの又はステージ

II 若しくは III であって肉眼型分類

が３型（長径が八センチメートル以

上のものに限る）若しくは４型である

ものに限る） 

平成 23 年 

2 月 1 日 

胃切除後の

進行性胃が

ん 

0 

術後のホルモン療法

及びＳ－１内服投与

の併用療法 

原発性乳がん（エストロゲン受容体

が陽性であって、ＨＥＲ２が陰性の

ものに限る） 

平成 25 年 

8 月 1 日 

乳がん 3 

ペメトレキセド静脈内

投与及びシスプラチ

ン静脈内投与の併用

療法  

肺がん（扁平上皮肺がん及び小細

胞肺がんを除き、病理学的見地か

ら完全に切除されたと判断されるも

のに限る）  

平成 24 年 

3 月 1 日 

肺がん 2 

市民病院 

  

  

パクリタキセル静脈内

投与（一週間に一回

投与するものに限

る。）及びカルボプラ

チン腹腔内投与（三

週間に一回投与する

ものに限る。）の併用

療法 

上皮性卵巣がん、卵管がん又は原

発性腹膜がん 

平成 23 年 

7 月 1 日 

上皮性卵巣

がん 

卵管がん 

原発性腹膜

がん 

0 

術後のホルモン療法

及びＳ－１内服投与

の併用療法 

原発性乳がん（エストロゲン受容体

が陽性であって、ＨＥＲ２が陰性の

ものに限る） 

平成 24 年 

11 月 1 日 

乳がん 4 

 

 

ペメトレキセド静脈内

投与及びシスプラチ

ン静脈内投与の併用

療法  

肺がん（扁平上皮肺がん及び小細

胞肺がんを除き、病理学的見地か

ら完全に切除されたと判断されるも

のに限る）  

平成 24 年 

6 月 1 日 

肺がん 0 

けいゆう病院 術後のホルモン療法

及びＳ－１内服投与

の併用療法 

原発性乳がん（エストロゲン受容体

が陽性であって、ＨＥＲ２が陰性の

ものに限る） 

平成 24 年 

6 月 1 日 

乳がん 1 

横浜市立大学 

附属病院 

急性リンパ性白血病

細胞の免疫遺伝子再

構成を利用した定量

的ＰＣＲ法による骨髄

微小残存病変（ＭＲ

Ｄ）量の測定 

血液腫瘍（急性リンパ性白血病、リ

ンパ芽球性リンパ腫（ＮＨＬかつ初

発時に骨髄浸潤を認めるもの）、バ

ーキットリンパ腫） 

平成 25 年 

1 月 1 日 

血液腫瘍 0 
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横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

術後のホルモン療法

及びＳ－１内服投与

の併用療法 

原発性乳がん（エストロゲン受容体

が陽性であって、ＨＥＲ２が陰性の

ものに限る） 

平成 25 年 

7 月 1 日 

乳がん 3 

腹腔鏡下広汎子宮全

摘術 

子宮頸がん（ステージがⅠ  A2

期、Ⅰ B1 期またはⅡ A1 期の患

者に係るものに限る） 

平成 27 年 

2 月 1 日 

子宮頸がん 1 

 

 

〈市内がん診療連携拠点病院等に整備されている主な医療機器〉 

機器 主な医療機関 説明 

ガンマナイフ 横浜労災病院 高線量の放射線をピンポイントで照射する。（頭

蓋内） 

サイバーナイフ 済生会横浜市東部病院 高線量の放射線をピンポイントで照射する。（頭

蓋内、肺、肝臓、脊椎動静脈など） 

強度変調放射線治療 

（ＩＭＲＴ） 

神奈川県立がんセンター 

横浜市立大学附属病院 

横浜市立大学附属市民総合医療センター 

横浜労災病院 

腫瘍の形に合わせ、多方向から強さを変えて病

巣に放射線を照射する。 

手術支援ロボット 

ダ・ヴィンチ 

（da Vinci） 

横浜労災病院 

済生会横浜市東部病院 

横浜市立大学附属病院 

みなと赤十字病院 

内視鏡手術支援ロボット。内視鏡で映し出された

３次元画像を見ながら、遠隔操作で人間の手と

同等以上の可動域を持ったロボットアームにより

手術を行う。 

ＰＥＴ－ＣＴ 横浜市立大学附属病院 

神奈川県立がんセンター 

昭和大学横浜市北部病院 

市民病院 

みなと赤十字病院 

陽電子断層撮影法（ＰＥＴ装置）とコンピュータ断

層撮影（ＣＴ装置）により、２つの画像を同時に撮

影できる検査装置。全身を一度で検査でき、腫

瘍の大きさや場所の特定、良性・悪性の区別、

転移状況や治療効果の判定、再発の診断など

に利用されている。 

重粒子線治療装置 神奈川県立がんセンター 重粒子線（炭素イオン）をがんに照射する治療

法。 

からだの深いところにある“がん”のみを集中的

に照射でき、副作用が少なく、今までの放射線

治療では治りにくい“がん”にも効くという特徴が

ある。 
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希少がん 

【現状】 

○希少がん医療・支援のあり方に関する検討会（厚生労働省）では、がんのなか

でも、1年間の罹患率（発生率）が人口 10万人当たり 6人未満で、標準的な診断

法や治療法が確立しているかどうか、研究開発、臨床試験が進んでいるかどうか、

既に診療体制が整備されているかどうか、という点で、診療・受療上の課題が他

のがん種に比べて大きいものを 希少がんと定義されています。 

○入院が必要な高度な治療については専門的な医療機関で行う一方、そのような

治療を行わない時期には、地域のがん診療連携拠点病院やかかりつけ医で診療が

継続できるよう、連携強化を図ることとされています。 

○国のがん対策推進基本計画に希少がんの対策が盛り込まれ、平成 26年 6月に国

立がん研究センターに希少がんセンターが開設され、「希少がんホットライン」

として、電話相談に応じています。  

○日本の診療体制や専門医制度は臓器別希少がん医療では、臓器全般の知識や技

術が求められるがん種も存在するため、希少がん医療を学ぶ医師の教育が課題と

なっています。 

○希少がんの診療実績等の情報については、都道府県がん診療連携拠点病院に院

内がん登録に基づく情報提供が可能となっていますが、院内がん登録以外の情報

として、拠点病院以外の医療機関の情報や患者会の情報などの把握は困難な状況

です。 

【課題】 

○市内の希少がんの状況について、実態の把握が必要です。 

 

○希少がんの診療を扱う医療機関と、市内医療機関との連携構築について、検討

が必要です。 

 

【対策】 

○市内の希少がんの状況について実態を把握し、必要となる施策の検討をします。 
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（３）がん医療を担う人材育成と研修の推進 

【現状】 

○文部科学省のがん専門医療人養成のための拠点を構築する優れたプログラムに

対し財政支援を行う「がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン」では、平成

24 年度に東京大学（主幹）・横浜市立大学・東邦大学・自治医科大学が合同で申

請した「がん治療のブレイクスルーを担う医療人育成」プログラムが採択され、

専門性の高い教育を行っています。 

 

○がんに関する専門性の高い医療従事者の育成を推進するため、市内医療機関等

に対し、がん看護専門看護師等、がんの分野での資格取得を支援しています。 

 

○がん診療連携拠点病院等では、がん診療に携わる医療従事者全てが緩和医療を

理解することを目的として、研修を行っています。 

 

○在宅医療に携わる多職種を対象として、職種間の理解を深め、連携を強化する

ための研修を実施しています。 

  

【課題】 

○専門の医療従事者をさらに養成するとともに、こうした専門の医療従事者に協

力・支援することができるがん医療に関する基礎的な知識や技能を有する医療従

事者を養成していく必要があります。 

 安心・安全で質の高いがん医療を提供するため、医療従事者間の連携と補完を

重視した多職種でのチーム医療を推進する必要があります。（よこはま保健医療プ

ラン 2013）【再掲】 

 

○在宅における緩和医療では、身体的な疼痛緩和だけではなく、相談機能なども

必要とされることから、在宅医療と緩和医療の双方に対応できる人材の育成を進

めていくことが求められています。（よこはま保健医療プラン 2013）【再掲】 

 

【対策】 

○手術療法、放射線療法、化学療法及びこれらを組み合わせた集学的治療を更に

推進するため、拠点病院を中心に医療従事者の養成を図ります。（よこはま保健医

療プラン 2013）【再掲】 

 

○横浜市立大学医学部において、がん診療に優れた技術を持った医療人材を養成

します。 
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（４）緩和医療の充実 

【現状】 

○市民及び医療従事者の緩和ケアに対する理解が必ずしも十分ではなく、特に緩

和医療が治る見込みのない方に対する医療と誤解されている場合があります。 

 

○緩和医療の提供体制 

横浜市では、がん診療連携拠点病院等を中心とする治療の初期段階からの緩和

医療を推進するとともに、緩和ケア病床の整備を進めており、平成 27年 ７月 1

日現在で６病院 118 床が整備されています。しかし、これを人口 10 万対病床数

でみると 3.2床であり、政令指定都市 20都市 6.6床、47都道府県 5.4床と比較

してまだ少ない状況にあります。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○がん診療連携拠点病院等では、がん診療に携わる医療従事者全てが緩和医療を

理解することを目的として、研修を行っています。【再掲】 

 

○在宅における緩和医療 

国は高齢化の進展に向け、入院による療養から在宅療養への転換を推進してお

り、本市でも在宅療養を支援する施策を推進しています。在宅療養の推進に伴い、

在宅における緩和医療の需要増大が推測されます。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

【課題】 

○緩和医療の提供体制 

 市内の緩和ケア病床数は、他の政令指定都市や都道府県と比較して少ない状況

にあり、今後の需要に見合った適正な病床数を確保する必要があります。（よこは

ま保健医療プラン 2013） 

 

○緩和医療に対する理解の促進 

市民及び医療従事者の緩和ケアに対する理解が必ずしも十分ではなく、特に緩

和医療が治る見込みのない方に対する医療と誤解されている場合があるため、さ

らなる普及啓発が必要です。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○がんと診断されたときからの緩和医療の推進   

がん患者とその家族が可能な限り質の高い生活を維持できるよう、がんと診断

された時から 緩和医療が提供され、身体的苦痛のみならず精神・心理的苦痛へ

の適切な対応が求められています。医療機関における緩和ケアチームの充実強化

を進め、緩和医療へのアクセスを向上させるとともに、在宅での緩和医療を含む

在宅医療・介護の提供体制の充実が求められます（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○在宅における緩和医療 

今後、がん患者に対する在宅緩和医療の需要が増大することが予想され、それ

を支える医療･福祉の連携が今後ますます重要となります。しかし、在宅医療を実

施している医療機関はまだ少なく、さらにこれを支援する病院もまだ少ない状況

にあり、さらには介護を提供する福祉施設との連携も十分とはいえず、在宅にお

ける緩和医療の推進には多くの課題があります。 

特に、緩和医療には身体的な疼痛緩和だけではなく、相談機能なども必要とさ
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れることから、在宅緩和医療に対応できる人材の育成も課題となります。 

また、在宅チーム医療を担う訪問看護師等、多職種の連携の強化も、在宅にお

ける緩和医療の推進にとって大きな課題となっています。（よこはま保健医療プラ

ン 2013） 

 

【対策】 

○緩和ケア病棟について、需要に見合った適正な病床数の確保を進めます。（よこ

はま保健医療プラン 2013） 

 

○市内のがん診療連携拠点病院及び地域がん診療連携拠点病院と連携し、在宅に

おける緩和医療の推進を支援していきます。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○市民及び医療従事者に対して、がんと診断されたときからの緩和ケアの推進に

関する理解を促進するため、地域がん診療連携拠点病院による研修会等の啓発活

動を行います。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

 

緩和ケア病棟整備施設一覧                平成 27.7.1現在 

医療機関名 
緩和ケア 

病床数 
所在地（区） 二次医療圏 

平和病院 16 鶴見区 横浜北部 

昭和大学横浜市北部病院 25 都筑区 横浜北部 

市民病院 20 保土ケ谷 横浜西部 

県立がんセンター 20 旭区 横浜西部 

横浜甦生病院 12 瀬谷区 横浜西部 

みなと赤十字病院 25 中区 横浜南部 

合 計 118   

 

緩和ケア病床数の比較 

 施設数 人口 100万

対施設数 

病床数 人口 10万

対病床数 

横浜市 ６ 1.6 118 3.2 

政令指定都市(20都市) 89 3.2 1,808（平均 90.4） 6.6 

全国（都道府県） 339 2.7 6,847 5.4 
出典：独立行政法人国立がん研究センターがん対策情報センター、日本ホスピス緩和ケア協会、病院

ホームページ、総務省統計局人口推計資料を参考に作成 
 

緩和ケアチーム 

 横浜北部 横浜西部 横浜南部 神奈川県 全国 

医療機関数 

（人口 10万対） 

４ 

（0.3） 

５ 

(0.5) 

７ 

(0.7) 

33 

(0.4) 

612 

(0.5) 

加算届出施設数 

（人口 10万対） 

２ 

(0.1) 

２ 

(0.2) 

２ 

(0.2) 

10 

(0.1) 

160 

(0.1) 
医療機関数：H20年度医療施設調査（厚生労働省）加算届出数：H24年 1月診療報酬施設基準（厚生労働省） 
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緩和ケア実施件数 

 横浜北部 横浜西部 横浜南部 神奈川県 全国 

緩和ケア病棟 

（人口 10万対） 

481 

（31.5） 

691 

(62.4) 

390 

(36.9) 

3,268 

(36.1) 

70,542 

(55.1) 

緩和ケアチーム 

（人口 10万対） 

22 

(1.4) 

45 

(4.1) 

143 

(13.5) 

518 

(5.7) 

16,349 

(12.8) 
H20年度医療施設調査（厚生労働省） 

 

末期がん患者に対する在宅医療の提供 

 横浜北部 横浜西部 横浜南部 神奈川県 全国 

医療機関数 

（人口 10万対） 

108 

（7.1） 

51 

(4.6) 

56 

(5.3) 

603 

(6.7) 

11.372 

(8.9) 
平成 24年 1月診療報酬施設基準（厚生労働省） 
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（５）在宅医療及び連携の推進 

【現状】 

○在宅医療を担う在宅療養支援診療所は、24年８月現在で 307施設となっていま

す。人口 10万人あたりの数は 8.3施設であり、全国平均を下回っています。（よ

こはま保健医療プラン 2013） 

 

○在宅における歯科診療については、歯科保健医療センターや各区の協力歯科診

療所が、歯科訪問診療を実施しています。また、在宅歯科医療を担う在宅療養支

援歯科診療所は 24 年８月現在で 95 施設となっています。（よこはま保健医療プ

ラン 2013） 

 

○身近な生活圏域で安心して暮らしていくため、在宅医療と介護の連携推進に向

け、在宅医療連携拠点の設置を進めています。 

 

○国の「終末期医療に関する調査 (平成 20年)」では、11％の国民が「自宅で最

後まで療養したい」と回答しており、「自宅で療養し、必要になれば医療機関を利

用したい」との回答とあわせると、60％以上の国民が「自宅で療養したい」と回

答しています。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○平成 23 年の市内の自宅での死亡者数は、4,478 人で死亡者総数の約 15.9％と

なっています。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○在宅医療に携わる多職種を対象として、職種間の理解を深め、連携を強化する

ための研修を実施しています。【再掲】 

  

【課題】 

○夜間の対応が困難であるなど、在宅医療を担う医師の確保が課題となっていま

す。そのため、在宅療養支援診療所とかかりつけ医、訪問看護ステーションの連

携など、24 時間対応可能な体制を確保していく必要があります。（よこはま保健

医療プラン 2013） 

 

○在宅医療は入院初期からの退院後の生活を見据え、入院医療機関と在宅医療に

係る機関との円滑な連携による退院支援が可能な体制を構築していく必要があり

ます。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○在宅医療を受けている患者の日常の療養生活を支えていくためには、医療従事

者と介護従事者など多職種間における緊密な連携が求められています。（よこはま

保健医療プラン 2013） 

 

○在宅医療を受けている患者の容態が急変した際、入院医療機関の選定に時間を

要するケースがあり、病院と診療所の円滑な連携体制を確保していくことが求め

られています。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○口腔ケアを通じた在宅療養を進めていくため、歯科訪問診療の充実や在宅療養

支援歯科診療所の確保が求められます。（よこはま保健医療プラン 2013） 
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○在宅緩和ケアに対応する人材の育成を進めていくことが求められています。 

 

 

○一人ひとりの状況に応じて、地域で安心して療養生活が送れるよう、保健・医

療・福祉関係者、地域住民等による地域支援ネットワークの構築を図る必要があ

ります。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○地域包括ケアの実現に向けて、単身･重度の要介護者等にも対応できるよう在宅

療養を支援する 24時間対応型のサービス提供が求められています。 （よこはま

保健医療プラン 2013） 

 

○施設の医療関係者と在宅医療関係者との、「つなぎ役」としての役割を担う、訪

問看護ステーションの充実を図る必要があります。（よこはま保健医療プラン

2013） 

 

○在宅療養児・者の状況に応じて、適切な医療・福祉サービスが切れ目なく導入

されるよう、医療機関やケアマネジャー等の医療・福祉関係者の知識・技術の向

上および連携強化を図る必要があります。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○医療的ケアを要する在宅障害児・者が増加しており、それを支える医療機関、

訪問看護ステーションや福祉施設などでの対応が求められています。（よこはま保

健医療プラン 2013） 

  

【対策】 

○在宅医療に必要な連携を担う拠点の運営 

円滑な退院支援、日常の療養生活の支援、在宅患者の急変時の対応、在宅での

看取り等に対し、効率的で質の高い在宅医療連携体制を構築していくため、各区

において中心的な役割を担う拠点を運営します。（よこはま保健医療プラン 2013） 

  

○在宅医療を担う医師の確保・養成、負担の軽減（よこはま保健医療プラン 2013） 

・在宅医療を担う在宅療養支援診療所、かかりつけ医の診療機能をデータベース

化することで地域の医療資源の情報共有化を図り、各医療機関の連携により相互

に機能を補完する体制を支援し、在宅医の負担軽減を図ります。（よこはま保健医

療プラン 2013） 

・在宅チーム医療を提供していくために必要な患者情報を共有するための仕組み

づくりを進めます。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

・地域の診療所等の医師を対象とした在宅医養成研修を実施し、在宅医の確保を

進めます。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

・在宅歯科診療を担う歯科医師の確保を進めます。（よこはま保健医療プラン

2013） 

 

 

49



○在宅医療連携のコーディネート 

・病院の退院時における在宅医療への移行に向けた支援、在宅患者の急変時にお

ける受入医療機関の調整、医療機関と地域包括支援センターとの連携調整など、

在宅医療に関わる多職種間の連携調整等を行うコーディネーター機能を設置し、

在宅患者が安心して在宅医療を受けることができる体制を構築します。（よこはま

保健医療プラン 2013） 

 

・地域における医療、介護関係者による協議の場を定期的に開催し、連携上の課

題抽出、及び対応策の検討を実施します。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○在宅医療に関する普及啓発 

在宅医療の診療内容や、在宅医療に携わる職種の役割など、市民に正しい知識

を普及するための講演会等を実施します。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○がん診療連携拠点病院や緩和ケア病棟を有する医療機関との連携 

がん診療連携拠点病院をはじめとする入院医療機関と、在宅緩和ケアを行なう

診療所との連携を強化し、がん以外の患者も含め、ニーズに応じた切れ目ない在

宅医療の提供体制を整備するとともに、急変時の受入体制を構築します。 

 

○人生の最終段階における医療に関する啓発 

 市民に対し、延命治療にかかる治療の選択方法、在宅での看取り等について普

及していきます。（よこはま保健医療プラン 2013） 
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（６）ライフステージに応じた対策 

小児がん 

【現状】 

○小児の病死原因の第１位は、がんとなっています。小児がんは成人のがんと異

なり生活習慣と関係なく、乳幼児から思春期、若年成人まで幅広い年齢に発症し、

希少で多種多様ながん種からなります。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○小児がんの年間患者の数は全国で 2,000人から 2,500人と少ないものの、小児

がんを扱う施設は全国で約 200程度と推定され、医療機関によっては少ない経験

の中で医療が行われている可能性があり、小児がん患者が必ずしも適切な医療を

受けられていないことが懸念されています。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○小児がん拠点病院として国の指定を受けている県立こども医療センターを含む

４病院を横浜市小児がん連携病院と指定し、診療の連携、関係職種の研修を行う

ほか、県立こども医療センターに横浜市小児がん相談窓口を設置しています。 

 

○小児がんについては、現状を示すデータも限られ、治療や医療機関に関する情

報が少ないため、実態把握のための調査に取り組んでいます。 

 

【課題】 

○小児がんでは、強力な治療による合併症に加え、成長発達期の治療により、治

癒した後も発育・発達障害、臓器障害、二次がん等の問題があり、診断後、長期

にわたって日常生活や就学・就労に支障を来すこともあり、患者の教育や自立と

患者を支える家族に向けた長期的な支援や配慮が必要です。（よこはま保健医療プ

ラン 2013） 

 

○小児がん患者のきょうだい児を含めた家族の心のサポートも必要です。（よこは

ま保健医療プラン 2013） 

 

○小児期にがん治療を行った患者の成人後の受診先が課題となっており、成人診

療科への円滑な移行に向けた連携の構築が必要です。 

 

○療養中の学習環境について、教育機関との連携、協力が必要です。 

 

○進学や就職等、社会的な面での課題の把握が必要です。 

 

○市内の小児がんの発生状況や医療機関での診療実績が把握できていない状況に

あります。（よこはま保健医療プラン 2013） 

  

【対策】 

  ○小児がん連携病院を中心とした小児がん医療の充実と、小児がん対策の検討を

進めます。 

 

○市内の小児がんの発生状況や医療機関での診療実績の把握を進めます。 
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横浜市小児がん連携指定病院 

 

 

 

 

 

 

 

  

ＡＹＡ（Adolescent and Youmg Adult）世代（思春期世代と若年成人世代） 

【現状】 

○ＡＹＡ世代のがん患者は、学業、就職、結婚、妊娠等、医療機関だけでは解決

できない課題を抱えています。 

 

【課題】 

○心理面、倫理面に配慮しつつ、生殖機能温存に関する正確な情報提供を患者・

家族に対して行うよう、医療従事者への情報の周知、知識の向上が必要です。 

 

【対策】 

 ○ＡＹＡ世代のがん患者の持つ課題を把握し、必要となる施策の検討を行います。 

 

働く世代 

【現状】 

○がんの死亡率は高いものの、がん医療の進歩とともに日本の全がんの５年相対

生存率は 57％となり、がん患者・経験者の中にも長期生存し、社会で活躍してい

る人も多くなっています。 

 

○がん患者・経験者とその家族の中には就労等の問題に直面している人が多く、

厚生労働省研究班によると、がんに罹患した勤労者の約 30%が依願退職し、４％

が解雇されたと報告されています。こうしたことから、就労可能ながん患者・経

験者も、復職や継続就労、新規就労することが困難な場合もあると推測されてい

ます。 

 

【課題】 

○がんの早期発見、早期治療は、社会復帰を促進するために重要であるため、ま

ずはがん検診の受診率を向上させることが必要です。また、がんに罹患した場合

でも適切な治療を受けることにより職場 復帰が可能であることを、事業者と就

労者双方が理解し、適切な受診を進めていくことが重要です。【一部再掲】 

 

○就労者にとって、休暇を取って検診や治療を受けることは、仕事への影響や周

囲への遠慮、解雇や意に沿わない異動に対する恐怖感など、精神的な負担を感じ、

受診を躊躇する原因になると考えられます。【再掲】 

病  院  名 二次保健医療圏名 所在区 

昭和大学藤が丘病院 横浜北部 青葉区 

神奈川県立こども医療センター 

横浜南部 

南 区 

公立大学法人横浜市立大学附属病院 金沢区 

恩賜財団済生会横浜市南部病院 港南区 
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○地域がん診療連携拠点病院の相談支援センターでも、医療だけでなく就労や経

済面など社会的な問題に関する相談や支援機能が期待されていますが、がん患者

が必ずしもこうした相談支援 窓口があることを知らないことや、相談員が必ず

しも就労に関する知識や情報を十分に持っているとは限らず、適切な相談支援や

情報提供を行うことが必要です。 

 

【対策】 

○就労と診療を両立できる医療体制の構築 

・仕事への影響や負担を感じず、また、個人的な秘密が守られながら治療等を受

けられる医療提供体制が必要であり、地域がん診療連携拠点病院における相談機

能の充実により、ピアサポートや就労に関する相談支援を行うとともに、分かり

やすく利用しやすい相談窓口にしていきます。 

 

・夜間や土曜日・日曜日の休日における診療の提供が望まれるところですが、現

在多くの病院の外来が平日のみの診療となっています。診療の拡大には新たなマ

ンパワーの確保が必要になり、医療機関の経営的負担も増大しますが、一方では、

一部の医療機関では土曜日の外来診療等を実施している医療機関もあり、こうし

た医療機関や関係団体等の協力を得ることにより医療提供体制を充実させます。 

 

○啓発 

就労者をはじめとする市民や事業者にがんの実情について理解していただき、

事業者の協力による予防及び検診受診勧奨、さらには治療と就労との両立が図ら

れるよう、啓発を推進します。【再掲】 

 

○国・県・関係団体との連携 

国・県及び関係団体等との連携により、患者・経験者の就労に関するニーズの

把握や情報の収集に努め、就労と治療の両立を支援します。 

 

高齢者 

【現状】 

○平成 24 年における市内の 75 歳以上人口は 34.6 万人ですが、平成 32(2020)

年には 49.7 万人、平成 37(2025)年には 58.6 万人と推計され、総人口に対する

割合は平成 24 年の 9.4％に対し、平成 37 年は 15.8％と急速に高齢化が進むこ

とが見込まれます。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○高齢化にあわせて、介護保険の要介護認定者も増加することが見込まれ、平成 

23年の 12.2万人に対し、平成 37（2025）年は 21.5万人になると推計されてい

ます。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○「横浜市高齢者実態調査」（平成 23年３月）では、住み慣れた家庭や地域で療

養生活を送りたいというニーズが高くなっています。（よこはま保健医療プラン

2013） 
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○今後、患者の病態に応じた医療機関の機能分担が進み、病院の在院日数の短縮

化が進んでいます。医療機関の相互連携を推進していく中で、在宅医療の拡充が

求められています。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○人生の最終段階の医療に対して、多くの患者や家族においては、「介護する家族

に負担がかかる」ことや、「症状が急変した際の対応に不安がある」ことにより、

最後まで自宅で療養することは困難であると考えています（終末期医療に関する

調査 (平成 20年)）。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○ひとり暮らしや認知症の高齢者、在宅障害児・者、老老介護世帯の増加など、

支援の必要性を発信できない方や福祉サービスだけでは在宅生活に不安を抱える

高齢者、障害児・者が、今後さらに増加することが予測されます。（よこはま保健

医療プラン 2013） 

 

○一部で医療と福祉サービス等の連携が図られているものの、全市的に連携体制

が十分に構築されているとはいえない状況です。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

【課題】 

○今後、人生の最終段階の療養生活や治療について、患者や家族が自ら選択・決

定することができるとともに、在宅（自宅や介護施設等＊）で看取りを行うこと

を可能とする医療及び介護体制の構築が求められています。（よこはま保健医療プ

ラン 2013） 

＊厚生労働省は、自宅及び特別養護老人ホーム等の施設（介護老人保健施設、介護療養型医療施

設を除く。）で療養を行っている患者を在宅医療の対象としています。 

 

○認知症の患者が増加するなど、本人の意思が直接確認できないケースが生じて

います。（よこはま保健医療プラン 2013） 

 

○認知症を持つ高齢者のがん医療を提供する体制の整備が必要です。 

 

【対策】 

  ○訪問看護を充実するため、訪問看護ステーションの体制強化のための支援策や

従事する看護職員の人材確保・質の向上を目的とした研修会などを推進していき

ます。 

  

○市民がそれぞれの状況に応じた療養生活を選択できるよう、在宅医療等の情報

を発信していきます。 

 

 

横浜市の人口推計 

年 H24(2012) H27(2015) H32(2020) H37(2025) 

総人口（人） 3,691,240 3,725138 3,735021 3,717810 

75歳以上（人） 346,409 410,308 496,681 585,956 

75歳以上割合（%） 9.4 11.0 13.3 15.8 

出典：24年横浜市統計ポータルサイト(平成 24年 1月 1日現在) 、横浜市将来人口推計（平成 24年 12月） 
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横浜市高齢者実態調査(平成 25年) 

 介護サービスと住まいの考え方：在宅サービスを利用している要介護者の約 7割が「在宅

介護サービスを使い、自宅で暮らし続けたい」と回答しています。

70.4 2.1 5.52.3

1.6

8.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 

 

自宅における死亡者数 

人口動態調査（厚生労働省） 

 

高齢者の状況 

年 H22 H27 H37 

一人ぐらし高齢者（万世帯） 13.2 15 19 

高齢夫婦のみ  （万世帯） 15.1 19 21 

介護保険認定者数（万人） 11.6 15.0 21.5 

第 5期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

 

介護保険サービス利用実績 

年 度 H19 H20 H21 H22 H23 

訪
問
サ
ー
ビ
ス 

訪問介護 415,328 419,063 424,944 436,996 455,630 

訪問入浴 34,441 35,192 35,167 34,835 35,285 

訪問看護 98,499 101,810 106,275 112,906 120,850 

訪問リハビリテーション 7,189 8,124 8,978 9,606 11,085 

居宅療養管理指導 100,855 118,182 132,679 147,417 163,660 

横浜市介護保険給付実績 

【目標】案 

 現状（26年度） 目標(30年度) 

緩和ケア病床数 
人口 10万人対病床数 

3.2 

 

 

年 H20 H21 H22 H23 

横浜市 死亡総数 25,495 25,544 27,304 28,249 

うち自宅 3,884 3,831 4,211 4,478 

割合 15.2% 15.0% 15.4% 15.9% 

全国 死亡総数 1,142,407 1,141,865 1,197,012 1,253,066 

うち自宅 144,771 141,955 150,783 156,491 

割合 12.7% 12.4% 12.6% 12.5% 

％ 

在宅介護サービスを使い、自宅で暮らし続けたい 

高齢者向け住宅に住み替え在宅介護サービスを受けたい 

特別養護老人ホームなどの介護施設に入りたい 

わからない 

無回答 

有料老人ホームなどの介護付の住宅に住み替えたい 

サービス付き高齢者向け住宅に入居したい 
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