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 平成 27 年度 第２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 10 月７日（水）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、太田 恵蔵、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 なし 

開催形態 公開（傍聴者０人） 

議  題 １ 議事 

(1) 各委員からの提案事項 

(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 

(3) その他 

決定事項 ・堀元委員の提案内容について、計画案に盛り込む方向で事務局がまとめていく。 

・今回の議論を事務局でまとめ、計画案としてフィードバックする。 

議  事 

 

 

１ 議事 

(1)各委員からの提案事項 

・堀元委員より、提出資料にそって説明 

資料の19ページ、資料１をご覧ください。口腔ケアの口腔機能の管理のことに関

して、具体的にどういうことを今、歯科医師会で進めているかというところを知っ

ていただければと思います。 

 化学療法を受けている方、頭頸部の放射線治療を受ける方、全身麻酔で手術を受

ける方に関しては、口腔ケア、口腔機能管理を行うことが重要だと言われておりま

す。19ページは、頭頸部のがんの放射線治療の状況ですが、このように、お口の中

の粘膜の炎症が起きてきます。また、20ページの上段のところ、化学療法を受けて

いる方も、やはりこういった合併症、例えばカンジダだったり、ヘルペスだったり、

あとは口腔内の粘膜炎というのが起きてきます。口内というと皆さん何となく小さ

いというイメージがあるかもしれませんが、お口の中全体が粘膜になります。ここ

が結局は感染源となってしまって、お口の中の細菌、今、脳卒中とか心筋梗塞、早

産、糖尿病は、お口の中の歯周病菌が悪さをしているのではないかと言われている

のですが、口腔内の細菌が粘膜炎から血中を通して全体に行く、ということで、下

段にもありますが、化学療法を受けている方の大体40％には何かしら口腔口内炎が

できてしまって、そのうちの半分の人がそのスケジュールを変更しなければいけな

い、ということも言われているようです。実際、21ページの国立がん研究センター
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のがん情報のアクセス数を見てみると、口内炎へのアクセス数が も多かったと言

われています。 

 次に全身麻酔についてですが、全身麻酔の場合は、このように口から気管の中に

管を通して全身麻酔をかけていくのですが、口腔内が汚れていると手術の間、気管

の中にお口の中の細菌を押し込むような形になってしまいます。これが術後性肺炎

を起こすリスクになります。22ページですが、実際のデータとしては、上段では、

がんの治療に伴って口腔内に合併症のある方というのは、やはり全身的なリスクが

高くなってくるというのが化学療法においても出ています。下段でも、これは胃が

ん、大腸がん、前立腺がんですが、緑が事前に口腔内をケアしていなかった人、青

がケアを行っていた人ですが、それを比較してみても、口腔ケアを行っている人の

場合は、術後性肺炎の関係で入院期間が短くなっているということです。実際、ア

メリカの国立がん研究所では、支持療法としての口腔ケアが必要、とホームページ

でうたっています。そういった意味で口腔ケアというのは必要ということで、23ペ

ージ、静岡がんセンターでは、がん患者さんの口腔ケアを進めていくということを

当初から始めていました。私が８年ほど前に見学に行った時にいただいたデータで

すが、静岡がんセンターと口腔ケアを行っていなかった病院で比較してみると、術

後性肺炎は、口腔ケア未実施のところは32.2％だったのが、口腔ケアを行うことに

よって11％に減りました。実はこの口腔ケア未実施というのは、静岡がんセンター

の医師が前に手術を行っていた病院なので、同じ医師でもこれだけ違うということ

です。 

 日本歯科医師会では、このような連携を以前から始めており、現在は国立がん研

究センターで統一した研修を受けた歯科医師が全国できちんとと対応する、という

システムができております。横浜でもこのようなシステムはできているのですが、

患者さんへの周知がなかなか難しい状況です。私たちも県立がんセンターの食道外

科の医師たちと一緒に何とかこれを進めていきたいということで、市民フォーラム

とかそういうことを共同で行った時期もあったのですが、いろいろな課題がありま

す。患者さんも、がんと決まったら次の診療までの時間が限られているということ

と、何で歯医者に行くの？という疑問があり、それを説明する医師や看護師も時間

があまりないため、説明用のパンフレットをつくるとか、周知に関する多くの課題

があります。これは患者さんにとってもメリットが多いことなので進めていきたい

のですが、周知やシステムということを私たちも歯科医師会としてしっかり考えな

ければいけないと思います。去年、中医協で調べたところ、術前の口腔機能管理を

行っているがん患者さんは20％程度だったということです。ただ、その20％のうち、

どうしてあなたはそれを取り入れたのですか、と聞くと、６割ぐらいの方は、医師

もしくは看護師の医療職に説明を受けた方が多かったということですので、まず、

がん診療連携拠点病院等の医療職の方々への周知、そして患者さんに対する周知と

いうのが、今後の課題と思っております。以上です。 

○赤池部会長 ありがとうございました。ご説明のとおり、口腔ケアが大事なこと
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は今、認知されているところですが、質問、ご意見等ありましたら伺いたいと思い

ます。いかがでしょうか。市川委員、今のご説明にあったのですが、化学療法を受

ける人の40％ぐらいに何らかの口腔内トラブルがあって、そのうちの50％ですから

全体の20％ぐらいの人が化学療法を中断もしくは用量の変更等が必要だということ

です。私は大腸がんを見ていたのでそれほどまでには感じないのですが、実際ほか

の疾患も入れるとどうでしょう。 

○市川委員 ここに出ている、放射線を一緒に使っているような場合には非常に強

く、食道がんなどでも、例えば直接口腔に当てないものでも、かなりひどく出てく

る方が多いのではないかと思います。大腸がんの方でもよくよく聞いてみますと、

確かに口内炎というよりは口腔全体の炎症というか、味がおいしくないという話を

聞いて口の中を見てみると真っ赤で、これは食べても味がわからないだろうという

ことがあります。そういう人はかなり潜在的にいらっしゃるのではないかという気

がいたします。 

○赤池部会長 この手術のデータは本当にこのとおりで、まず間違いなくこのよう

な結果になると思うのですが、現状では20％ぐらいしか行われていないということ

ですね。これは、先ほどお話しした説明の問題などがあるとしても、予想よりも少

ないとお考えですか。 

○堀元委員 少ないというか、多いとも考えられるのかと思います。県立がんセン

ターで実際に行っている医師は、院内の医師たちと導入に当たっていろいろな準備

をします。血液内科などを除き、医療職の方へのお話や勉強会などを行うなど、食

道外科以外のところはなかなか進んでいなかったので、20％というのは少ないとい

えば少ないですが、去年の状況を考えればある意味、予想よりはちょっと多かった

のかなと感じています。 

○赤池部会長 そうすると、医師や各病院の意識がさらに高まっているので、今後

はもっと進むことが予想されるということでしょうか。 

○堀元委員 そうありたいですね。例えば横浜南共済病院とか、病院の中でも徐々

に取り入れたりしているところもありますので、そのようなところでの実績として、

患者さんもそうですが、がん治療を行っている医療職の方たちが実感できるような

結果が出てくることが今後は必要だと思います。 

○赤池部会長 がんの治療をするのに、なぜこの時期に口腔ケアのために時間をと

らなければいけないのか、という疑問は当然あると思うのですが、どのぐらい期間

を必要とするのですか。 

○堀元委員 低１回は来ていただきます。私のところでは、手術の数日前に来て

いただいて、口腔内全体のバイオフィルムという細菌をとります。その時に入院中、

例えば化学療法の時に粘膜に対する対処法とか、お薬はどういうものを準備してく

ださいということを事前に説明しますので、１回来ていただければ問題ないと思い

ます。よほど、放射線を頭頸部に当てるので歯を抜くのは今しかない、という場合

は早目に抜く必要があるかもしれませんが、通常の頭頸部以外で放射線が口腔内に
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当たらない方であれば、少なくともお口の中の細菌をとるという形で１回だけでも

可能です。 

○赤池部会長 実際にここに出ているこの静岡がんセンターのデータは、やはりそ

の程度の対応なのですか。 

○堀元委員 静岡がんセンターの場合、がんという診断が出た段階で、その診療科

から歯科に依頼が来るそうです。歯科では口腔内の審査をして、治療が必要なとこ

ろは治療しますが、普通は一般的なクリーニングだけを行います。ただ、対応でき

る歯科は限られているので、そういう場合は連携している歯科診療所に依頼して、

そこで歯周病と同じようなクリーニングをやってもらうということになっていま

す。 

○赤池部会長 ちょうど「がん年齢」は歯周病を持っている方がかなりいるわけで

すよね。 

○堀元委員 はい。 

○赤池部会長 ご提案の内容に関する質疑は以上でよろしいでしょうか。 

では、ご提案いただいた内容をこの計画の中に盛り込んでいくような方向で考えて

いくということで、事務局にお預けします。今後、その記載がなされてくるという

ことでよろしいですか。 

－異議なし－ 

 

（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 

（事務局） 

第４章 具体的な取組 １予防 について説明【資料２】 

 

○赤池部会長 予防についてですが、ご説明のとおり、現状、課題、対策等があり

ます。ご意見、質問等、お願いしたいと思います。 

 一つ、【課題】の中で、「横浜市民のがん罹患の特徴を捉え」ということなのです

が、これは何か、今までの参考資料でがんの現状の罹患率、いろいろな疾患であっ

たと思うのですが、そこで特に変わったものはありましたか。 

○横森課長 保健事業課では、今、一番力を入れて考えているのは、たばこ対策の

部分です。18区役所の健康づくり係では、さまざまな年代の方たちに喫煙に関する

教育や禁煙指導など、国の指針を踏まえて取り組んでいます。喫煙を減少させるこ

とでがんの死亡率を下げるという研究があるということも聞いておりますので、た

ばこを吸わない人をつくるために子供の頃からの防煙教育が重要です。また、市民

意識調査では、現在たばこを吸っているが将来は禁煙したいという方が７割近くい

ます。その方たちを禁煙に結びつけるための相談や、受動喫煙防止を含めて、広く

地域の皆様と共に禁煙の啓発を18区役所と局とで取り組んでおります。がん予防で
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は、やはりたばこ対策が重要と考えております。 

○赤池部会長 横浜の喫煙率は他都市よりも高いのでしょうか。 

○横森課長 「健康横浜21」の冊子72・73ページをご覧ください。15・16番に「成

人の喫煙率」の記載があります。横浜市の喫煙率は、「健康横浜21」策定時のデータ

では、国民健康・栄養調査と国民生活基礎調査では18.7％と20％です。右の欄に国

の喫煙率19.5％とありますが、国よりも若干低い状況です。国は喫煙率を12％と目

標に据えていますが、横浜市でも禁煙を希望する方が禁煙した場合、12％の喫煙率

になります。この目標の考え方は国と同じです。 

 がんの特性の部分ですが、「健康横浜21」の24・25ページに、横浜の「主要死因の

状況」ということで、胃、肺、大腸などの悪性新生物による死亡の状況を記載して

います。25ページには18区の死亡率を記載しており、区ごとの特徴がありますので、

ご参考にしていただければと思います。 

○赤池部会長 横浜市の中でも違いがあるのですね。 

○横森課長 がんだけを見てもそうなのですが、その前の22・23ページを見ますと、

平均自立期間においても、これは健康寿命に関係するところですが、区によってか

なり差があります。ご参考にしていただければと思います。 

○赤池部会長 啓発活動の手ごたえはいかがですか。 

○横森課長 調査結果では、未就学のお子さんがいる場合など家族の形態により、

禁煙をしようと思われる方が多いです。しかし、40～50代の働き世代など一定の年

齢では同じ啓発を行っても効果が出ない場合があります。また、職場等でも一緒に

たばこ対策を行うことが必要で、対象を絞り啓発を行った方がよいのではないかと

思います。 

○赤池部会長 確かに対象によって違いがありそうですね。それと、意外とＣＯＰ

Ｄもわかっているようで、まだ皆さんわかっていないようですね。 

ほかにご意見がありましたらどうぞ。 

○杉浦課長 先ほどご説明しました悪性新生物の年齢調整死亡率ですが、これは全

年齢のものです。国の計画では75歳未満の年齢調整死亡率を使っていますが、先ほ

どのデータは75歳以上の年齢も含めた形で年齢調整しているものです。 

○市川委員 禁煙についてですが、学校でというのもあるでしょうし、どんなこと

をしていくと禁煙が広がっていくのでしょうか。 

○横森課長 所管課としても課題を感じています。依存性が高い部分がありますの

で、保険適用になる方を禁煙外来に結びつけるかが重要です。薬剤師会の皆さんと

一緒に、禁煙支援薬局も行っていますが、ご相談に来る方が少ない状況があり、動

機づけのきっかけが大切と思います。 

○山形委員 横浜市薬剤師会では、禁煙サポート薬局という制度をつくりまして、

約80店舗あります。割と薬局には、喫煙者の方がたばこをやめようと思って禁煙の

相談に来られますので、一般薬や保険適用の薬も含めて相談に対応しています。年

１回、研修会を開催し、受講した薬局を「禁煙サポート薬局」としています。「薬局
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での相談が少ない」というお話しですが、ちょっとした相談ということで報告をあ

げていないだけで、相談自体は結構あると思います。 

 28・29ページに、学齢期のがん教育については学校ではこうしていますという具

体的な例がありますので、計画としては抽象的になるのかもしれませんが、実際に

行っていることなど、もう少し具体的な例をこの中に盛り込んでいく方が良いので

はないかと思います。 

○物部委員 学校での事例としては、例えば昔は中・高でたばこを吸っていると、

校長からの説教や反省文という形でしたが、今は養護教諭が間に入りながら禁煙支

援という形で地域の医療の方と連携をとりながら離脱していくようにという支援な

どもされています。 

 山形委員のご意見のとおり、もう少し具体的に食生活ですとか、運動ですとか、

喫煙や飲酒に関しても、授業としてやる場合もありますし、もう少し特別活動とい

う形で医師から喫煙の話をしていただいたりとか、性感染症予防の話をしていただ

いたりとかということも、かなり行われています。がん教育という、教育としてや

っているというのは少ないのですが、がんを予防するためのいろいろな要素という

のはかなりやっているという状況です。ただ、今の学習指導要領の中のがんの取り

扱いが、やはり生活習慣による、というところでやっていますので、実際日本人の

がんの要因を見ると感染症がかなりありますので、そこに対応していない状況です。

29ページに、「学習指導要領への位置づけ等の状況に合わせ」とあるのですが、今後、

学習指導要領が改訂になっていくので、恐らくそれを踏まえてということになると

思います。 

○堀元委員 25ページですが、私は学校歯科医をやっていますが、大事なのは、禁

煙支援もそうなのですが、たばこを吸わない子供たちにいかにアプローチするかと

いうことで、学校教育の中に医療者の人がいて、学校保健会とかそういう場で何か

お話をしてあげられるというのが効果的だと思います。それは禁煙や喫煙もそうで

すが、がんについての知識をやはり早い時期に教えてあげる、ということも大事で

あると思います。 

 禁煙教育に関しては、横浜市の学校歯科医達の考えていることですが、受動喫煙

の撲滅に向け、例えばスクールゾーンの時間帯とエリアで、子供が歩いている時は、

そこはたばこもやめましょうというような、ニュース性も考えながら、取り組みを

するということも必要かと思います。 

 30ページの目標ですが、数字だけだと何となくイメージがわかないので、25ペー

ジにスーパーヒーロー「横浜太郎さん」と書いたのですが、擬人化というか、イメ

ージして、こういうことをやっていくと健康にいい、リスクを下げることができる

というよう、数字だけでなくイメージとしてわかるようにしてはどうか、というこ

とを提案させていただきました。 

○赤池部会長 ありがとうございます。ほかにはどうでしょう。 

○永田委員 横浜市の肥満度はほかと比べて高くないのですか。まだちょっと早い
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のかもしれませんが、ウイルス対策で肝臓がんも減り、治る時代になってきて、胃

がんもピロリ菌の対策で減っていく。消化器ではあと残るのは肥満から来るがんと

いうことで、特にアメリカなどはがんの対策として肥満のリスクを減らすというこ

とをしています。日本はそこまでいっていませんが、都会の学童にはクラスに何人

か太った生徒がいますよね。 

○横森課長 「健康横浜21」の78ページに、モニタリング項目として身体状況の項

目があります。43番「肥満及びやせの者の割合」、ＢＭＩが25以上の割合は、国と比

較しても横浜市はそれほど悪い状況ではありません。 

○永田委員 いずれはやはり肥満もがんのリスクとしてとらえていく時代がやって

くるとは思いますが、それを今回入れるかどうかはちょっとわかりません。 

○赤池部会長 生活習慣病ががんのリスク、今回横浜市の中にはがんも生活習慣病

の中に入っているのですが、いわゆる生活習慣病がすべてのがんのリスクになって

いる以上は、当然そこのところも入って来るのでしょう。 

 横浜市の教育の中で、学習指導要領が変わると、そういう授業を必ず小・中・高

で何単元やるというのは、明確に記載されるのでしょうか。 

○物部委員 現状で、小学校では24単位時間、45分掛ける24、中学校では48、高校

では70単位時間、トータルでそれだけしかないので、その中にこれをやりなさいと

いう文言で入っています。何時間やりなさいというのはないのですが、そこの中に

書いてあれば、全国どこでもやるという話になるはずです。 

○赤池部会長 今の何単位というのは、何の時間でしょうか。 

○物部委員 保健の授業時間が年間でそれだけなのです。その中で口腔衛生もやり、

生活習慣もやり、感染症もやり、という形になるので、例えば何時間かその中に割

けるという状況なのだと思います。 

○赤池部会長 がん教育に関して何単位と確実に入っているわけではないのです

ね。 

○物部委員 ほかの教科もそうだと思うのですが、トータルの時間が決まっていて、

内容は文言で書いてあるので、個別に何時間と決めることは恐らく難しいのだと思

います。 

○赤池部会長 文言の中にそういう項目があれば必ず授業としてやるわけですね。 

○物部委員 病気の名前は学習指導要領には基本的に入っていません。その解説と

いうのに、「例えば何々などを取り上げて」という中に病気の名前が入ってくる場合

はありますけれども、そこの中に「例えばがんについて」という形で入ってくる可

能性はあります。そうすると、そういうことについて１単位時間とか、２単位時間

とかでやる可能性はあると思いますが、それもこれから検討される話だと思います。 

○赤池部会長 ここに、今後の対策の中に学齢期のがん教育というのが書いてある

のですが、それはそういうことを確実にその中に入れるということを目指して書か

れていると理解していいのでしょうか。 

○杉浦課長 学習指導要領がどう変わるかわからないのですが、学習指導要領が変
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わるであろうということを踏まえて、その準備をしておこうということを対策とし

て記載しています。参考資料１「がん対策加速化プランの策定に向けて」の19ペー

ジにがん教育に関する文部科学省のスケジュールが記載されています。26年度から

28年度にかけて、「がん教育」の在り方に関する検討会を進めていくという予定にな

っておりまして、次の学習指導要領の改訂に合わせて、改訂の必要性について検討

する、というのが国のスケジュールでございますので、その中で学習指導要領が変

わるであろうということを想定して準備をしていきましょう、ということを計画に

書いてはどうかというご提案です。 

○赤池部会長 わかりました。国の状況に合わせていこうということですね。子供

のがん教育というのは結構前からもう言われているのですが、意外と歩みは遅かっ

たということですね。 

○市川委員 大人の部分で言うと、今は敷地内禁煙ということで、医者は大抵病院

の外で吸っています。学校の先生も学校の外でたばこを吸っているのかもしれませ

んが、 近ですと就業中禁煙といいますか、人間は煙を吐いていない時でも何時間

かはよくないものを出しているというような、そういう形の教育を大人に対しても

していく必要があるような気がします。そんなことを言うとたばこを吸っている人

に怒られるのかもしれないけれども、横浜市では敷地内ではなく就業時禁煙にする

とか、その施設はすべてそうする、というようにしていくことも必要かと思います。 

○横森課長 「健康横浜21」の推進会議の中に労働基準監督署の署長も入っていた

だいているのですが、今年から就業の場においては完全分煙をするということで、

分煙するための補助金を出すような仕組みで、労働の面から取組が始まっている、

というお話も聞いております。労働安全衛生法が変わったこともありますので、就

業の場でのたばこに関してはかなり動きが出てきているということと、働く世代の

健康づくりは重要だという認識をしております。関係団体と進めていければと考え

ております。 

○市川委員 飲酒のことはあまり書かれていないのですね。アメリカの大腸がんの

撲滅の中で、禁煙のほかに飲酒を控えるというのがあります。それでアメリカは大

成功していますが、お酒についてももう少し何か記載する予定はないでしょうか。 

○横森課長 アルコールについては、「喫煙、飲酒」の項目で、健康横浜21計画の中

に置づけております。 

○赤池部会長 禁煙のことで、薬局でいろいろ相談があると私は初めて聞いたので

すが、そういうことは一般の人たちもご存じなのですか。禁煙外来を医療機関の中

で増やすには数に限りがあります。薬剤師会として、薬局がそういう役割を持って

相談に乗っている、ということをもっと周知していただいた方がいいと、お話を聞

いていて思いました。 

○山形委員 薬局には保険適用外の一般薬の禁煙パッチなどを置いていますので、

時間のない方は薬局に来て買おうとするわけです。その時点で、時間があるのだっ

たらちゃんといい薬を使った方が良いですよと、禁煙外来を実施している医療機関
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を案内して、禁煙外来では保険適用で処方箋を出してもらえることを伝えます。そ

もそも薬局で禁煙薬が購入できることを知らない方に対しては、禁煙支援薬局につ

いて周知が必要ですので、ホームページ等を使って、また、横浜市健康福祉局の方々

のご協力を得て、周知しております。 

○赤池部会長 よろしくお願いします。「予防」については以上でよろしいでしょう

か。今回のいろいろな皆様の意見を次回、また盛り込んでいただくということで、

よろしくお願いしたいと思います。 

－異議なし－ 

 

（２）検討事項 横浜市がん対策推進計画（仮称）案について 

イ 第４章 具体的な取組 ２早期発見 

（事務局） 

第４章 具体的な取組 ２早期発見 について説明【資料３】 

 

○赤池部会長 がんの早期発見についてご説明いただきましたので、ご意見、ご質

問等、よろしくお願いいたします。 

○永田委員 受診率は、年代別に見て、40、50、60代で差があるのですか。 

○秋元課長 がんの種類にもよりますが、年代別のデータも分析しています。 

○永田委員 経験上ですが、健康診断やがん検診は60歳までというのは職場でしっ

かり管理されていて、行きたくなくても人事課などに言われて受けに行くのですが、

定年になってそこで途絶える人が多いです。この60歳からの２～３年間で受けなく

て、後になって見つかる、という経験があるのですが、60歳のがん検診の受診率が

低いというデータはないのですか。 

○秋元課長 明らかなものはないと思いますが、おっしゃるように働いている方は

職場でがん検診の受診の機会がありますので、横浜市が実施しているがん検診は会

社などで受診の機会がない方、例えば自営業であるとか、専業主婦でご家庭にいる

とか、そういう方が対象の中心になってきます。 

○永田委員 目標は69歳で切っていますけれども、がんのリスクは年齢とともに上

がります。今は人生80幾つですから、77～78歳でがんが見つかる方が結構います。

その辺の本当にハイリスクになってくる50、60、70代と増えていくところの検診を

どうするのか、課題ではないでしょうか。 

○秋元課長 横浜市で行っているがん検診も、一般的には年齢が上がるにつれてが

んの発見率が高くなることが多いです。70歳以上の方は無料で受けられるような制

度になっています。 

○永田委員 70歳以上は無料にして、検診率を上げていくということですか。 

○秋元課長 そうです。 

○赤池部会長 それは市民の皆さんはご存じであることを前提としてなのでしょう

が、本当に皆さんが知っていて、年代別の受診率というのが、70歳以上が無料だっ
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たら70歳以上は圧倒的な受診率になっているとか、この台帳からわかるわけですか。 

○秋元課長 受診率は、70代の方は無料なので結構高いと思います。ただ、横浜市

が受診勧奨を行っている対象は、国の指針もあって主に69歳以下の比較的若い層を

対象にしています。 

○赤池部会長 その世代を啓発の勧奨の対象とするという考え方は、どういうプロ

セスでたどり着いているのでしょうか。 

○永田委員 大腸がん検診の便潜血検査は、なぜ40歳と決まったのかわかりません

が、40代の人が便潜血で大腸検診をやったら何でもないなんていうことよりも、50

歳とか60歳を過ぎてしっかりやらなければいけないのではないかと思います。本当

にハイリスクになっていく人に手厚くやった方がいいのではないかと、いつも臨床

の現場で感じているところです。 

○緒方委員 32ページに「子宮がん」とありますが、子宮がんは子宮頸がんもあれ

ば子宮体がんもあるので、これは「子宮がん」で良いのでしょうか。私は医療の専

門家ではありませんが、自分が子宮頸がんだったので思うのですが、この場合の検

査というのは子宮頸がんですよね。 

○秋元課長 そうですね、横浜市では子宮頸がんと子宮体がんの検診もやっていま

すが、この統計は子宮頸がんです。 

○緒方委員 正しく記載した方が良いと思います。あと、乳がんの検診についても、

マンモグラフィーがあるところとないところ、視触診だけのところとかいろいろあ

るのですが、胃がんがエックス線と内視鏡に分かれているように、項目を分けた方

が良いと思います。 

○秋元課長 乳がんの検診は、表のところに書いてありますが、視触診のみやって

いる医療機関と、視触診とマンモグラフィーと両方やっている医療機関とに分けて

います。 

○緒方委員 そうですか。見落としていました。乳がん検診は、マンモグラフィー

をしなくても意味を成すのでしょうか。私はアメリカにいたのですが、マンモグラ

フィーを重要視していて、余り視触診はなかったように思います。もう少しマンモ

グラフィーのある医療機関が増えても良いと思うのですが。 

○秋元課長 国も乳がん検診はマンモグラフィーが大事だと言っています。 

○緒方委員 でも一覧表にはマンモグラフィーがなくても載っているのですよね。

やはり私はマンモグラフィーがあるところを選んで行きますけれども、近いところ

でいいわという人はマンモグラフィーがなくても受けて、それで乳がん検診をやっ

たという気持ちで満足している人も少なからずいると思うのです。 

また、女性の検診率がなかなか上がらないというのは、やはり「恥ずかしいから」

という理由もあるのではないでしょうか。子宮頸がん検診は、20歳から受けられる

ことになっていますが、20代の人は受けに行きにくいということも少なくないと思

います。 

○秋元課長 横浜市が実施する乳がん検診は視触診とマンモグラフィーを併用する



 

11 

体制となっています。また、子宮頸がん検診は、20歳から受けられます。 

○緒方委員 女性のドクターやスタッフが検査してくれるのであれば随分違うと思

うのですが、その辺の育成もぜひお願いしたいと思います。 

○赤池部会長 女性の医師、スタッフの大切さという部分はあると思います。それ

をこの市の施策として女性医師を云々というところへ持っていくのはなかなか難し

いかもしれませんが。 

○緒方委員 検診自体も、医師でなくてもできるような、キットというのかわかり

ませんが、何かないでしょうか。アメリカなどではドクターでない人もある程度の

経験を積み、資格などを得て検査をしていると聞いたことがあります。 

○赤池部会長 アメリカにはそういう人もいるのかもしれませんが、日本はその辺

の動きが遅いです。 

○緒方委員 それと、子宮頸がんは20歳から受けるという、そのこと自体は大歓迎

なのですが、先ほどの理由で受けている人は少ないです。患者会には、乳がんは30

代の初めでかかっていらっしゃる方もいらっしゃいます。全く検診を受けていない

からか、深刻な状態で見つかっていらっしゃいます。どうして子宮頸がんが20歳か

らで乳がんは40歳からなのでしょうか。 

○秋元課長 年齢は、国の検討委員会で専門家が科学的根拠に基づいて決めていま

すが、おっしゃるように確かに乳がんは30代でかかる人もいらっしゃるので、課題

といえば課題なのかもしれません。 

○緒方委員 こういう方針があるとつい、30代だと乳がんにならないのかと思いが

ちです。残念な気がします。 

○赤池部会長 緒方委員の発言から考えますと、先ほど受診率の年齢構成のところ

でお話がありましたように、課題か対策かに年齢や対象についての検討を進めると

いうようなことを、受診率の分布や達成率と合わせて再検討していただけると良い

と思います。あとはいかがですか。 

○山形委員 私は法人なので、協会健保で検診は割と強制的に含めて受けることが

できるのですが、自営業の方などは、国民健康保険でどの程度の補助があるのでし

ょうか。 

○秋元課長 お知らせみたいなことですか。 

○山形委員 お知らせとあと補助がありますよね。例えば協会健保だと補助が出ま

す。自営業の方でも金銭的に大変な方は、お知らせがあっても受けに行かないので

はないかと思いますが。 

○茂木課長 基本的に国民健康保険からは金銭的な補助はありません。そこで、「が

ん検診にかかる経費の約２割の自己負担で受けられる自治体のがん検診を受けまし

ょう」というお知らせをしています。一般の人間ドックで受けますと当然１万～２

万円かかるような検査が横浜市がん検診では、1,000円～2,000円程度の自己負担で

受けられるわけですから。そういう意味で、職域で受けられる方はぜひ職域で受け

てください、国民健康保険の方はそういう料金設定をしている自治体のがん検診を
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お受けくださいという仕組みになっています。 

○山形委員 十分周知はされているのですね。 

○茂木課長 周知されていると思っています。横浜市がん検診ガイドをお送りして

いるのですが、この中の 初のページに横浜市のがん検診の紹介があります。費用

についても記載しています。ただ、封筒を開けていただければというところですが。 

○横森課長 このようなもので、皆様のところに郵送されているのを見たことある

方もいらっしゃると思います。 

○山形委員 会社ですと検診なんてと思っても強制的に受けてしまうのですが、こ

ういうお知らせは、もしかしたら捨ててしまう可能性もありますので、その辺の工

夫ができれば良いと思います。 

○茂木課長 個別通知を出しても読んでいただけなくて捨てられてしまうなら、ど

うやってお知らせすれば良いのか、ということは確かにあります。あとはどこかに

出かけていった場所でたまたま啓発をやっている時に出くわすみたいな。 

○緒方委員 かかりつけ医師があれば、そういう通知を持っていかなくても、わか

っていますから勧めてくれたりします。 

○茂木課長 そうですね、医師から勧めていただけることがあります。 

○赤池部会長 ほかには。 

○堀元委員 受診しない理由というのは、何か調査とかあるのですか。なぜ受診し

ないのかというのがあれば、逆にそのデータに基づいて対策を打つこともできるの

ではないでしょうか。 

○茂木課長 横浜市が独自で行った調査ではありませんが、やはり忙しいとか時間

がないというのが一番多くなっています。あとはお金がかかるとか、高そうだとい

うのもありますし、今は平気だから、別に何も悪いところがないから、一方で、逆

にがんが見つかると怖いというのもあります。大体３割から４割ぐらいがそういっ

た理由になります。 

○緒方委員 恥ずかしいから、という理由もあります。 

○赤池部会長 今おっしゃったデータはどこかにありますか。 

○茂木課長 参考資料１の10ページです。 

○赤池部会長 なかなか受診率が思うように伸びないというのは、横浜市だけでは

なく他の自治体もそうなのですが、このような郵便物など、いろいろな啓発活動を

行っているのですが、それを何年も続けてきてこの現状であるということですから、

ここで何かインパクトのあることで、受診率をポンと上げるようなことはどうです

か。例えば、胃がんに対する内視鏡、これはモデル事業ですけれどもやりました。

そのモデル事業をやった瞬間に、その地域の人の受診率がポンと上がったとか、何

かそういうものはないですか。 

○茂木課長 それはないです。 

○赤池部会長 ないですか。そうすると胃のエックス線透視を否定することにはな

ってしまいますけれども、早期がんを早期に発見するには内視鏡の方がいいですよ
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という啓発をした時に、じゃあ受けてみようかなと。例えば乳がんの検診にしても

視触診だけではだめなのでマンモグラフィーを受けたらこれだけいいですよ、超音

波をやったらもっといいですよということを提示すると受診率がポンと上がると

か、意識や動機づけを与えてみるというようなことはどうでしょう。 

○茂木課長 国の基準から踏み出した形での検診の実施や啓発は非常に難しいと思

います。このような無料クーポンが入っていない個別勧奨を、検診が大事だから受

けましょうというのを何度も出しています。それを１年目、２年目、３年目と続け

てくると、少しずつ手ごたえは感じます。ポンと受診率が上がるというのは、行政

のＰＲよりも芸能人のがんのニュースの方がはるかに影響は大きいです。９月26日

以降、うちのコールセンターの入電数が３倍になりました。乳がんに関する問い合

わせも増加しています。まだ９月分・10月分の受診者の件数というか請求は２か月

後でないとわかりませんが、一部の医療機関では予約がとりづらくなっているとい

うようなお電話もいただいています。 

○赤池部会長 確かにそうだと思います。 

○茂木課長 ある意味で今は追い風ですから、何かそこに乗せてできないか、とい

うのも我々は考えなければいけないと思っています。 

○永田委員 少し細かい話ですが、胃がんの内視鏡検診をモデル事業でやっていま

すが、これはやっている医師から聞いたのですが、今のコストだと内視鏡検査では

十分な検査ができないそうです。胃のエックス線より少し高く設定してあるそうで

すが、その金額では検査に限りが出てしまい、せっかく検査しても余りプラスには

ならないので、受診者も医師もモチベーションがあまり上がらないということです。

予算の制約はあるのでしょうが、やるのであればそれなりのしっかりした検査をや

ってあげれば、内視鏡検査への移行ももう少しスムーズに行くのではないかと思い

ます。確かにエビデンスがないと言われればそのとおりですが、ピロリ菌がはっき

りした以上、明らかに検診方法を変えた方が良いのはわかっているわけで、そこは

国がやるまで待つか、もうどんどんやっている地域もありますけれども、もっと積

極的に、予算づけから動いた方がいいと思います。 

○赤池部会長 そういう意味では、大腸がんの検診をいつまで便潜血だけでやるの

かというのもあります。確かに便潜血を毎年やっていれば、治る程度のものは必ず

見つかります。毎年やっていればですけれども。そうすれば治癒を求められる程度

では見つかるはずなのですが、それよりも手前となるとなかなか難しい。アメリカ

のスクリーニングでは、便潜血とＳ状結腸内視鏡まではやりましょうとかいろいろ

あるわけですので、全大腸の内視鏡というのが当然いいわけですけれども、そうい

うところを、今後考えていただけるのでしょうか。やってくださいということでは

ありませんが。 

○永田委員 横浜は非常に内視鏡のレベルが高いのですよね。上部も下部も高名な

方が多くて、現時点で数えただけでも日本のトップクラスの方が非常に多くいる市

なので、もったいないと思います。人材的に今のメンバーであれば、ちょっと支え
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てくれればものすごい数の検診をやってくれるだけのパワーはあるように思います

ので、今の人材を利用するということも少し考えていただきたいと思います。 

○赤池部会長 ご検討いただければというお話で、やってくださいと言っているわ

けではありません。 

○修理医務監 行政が行う検診においては、コストの面と効果の面で、厚生労働省

のエビデンスをもとにした検診の範囲を超えるのはなかなか難しいです。確かにい

ろいろな検診の仕方がありますので、例えば人間ドック等で受けていただく分には

構わないと思います。委員は予算の話をされましたけれども、予算のことだけでは

なくて、行政が住民という集団を対象として行う検診に適しているか、適していな

いかという問題もあるので、何を導入していくかについては行政内部での検討もあ

りますし、国の動きだとか、委員方の意見を聞きながら総合的に決めていくので、

ご了解いただければと思います。 

○赤池部会長 それは了解しております。あとは何かありますか。 

○太田委員 胃がんのことなのですが、私は市の医師会で胃がんのモデル事業から

担当させてもらっております。さっきお話が出ました横浜市の内視鏡医会には非常

に経験豊富な医師がいらっしゃいます。市には、いったいいつになったらこの事業

始めてくれるのか、ということで、私も行政の方たちと打ち合わせさせていただい

て、さっき委員がおっしゃったようにコスト的なデメリットがあってまでやること

ができるかとか、医師会からは、行政の宣伝が足りないとか、いろいろ言わせてい

ただいております。結局、予算のことに尽きると思うのですが、内視鏡医会の医師

としては、川崎、新潟、広島等、実際にできているところがあって何で横浜市がで

きないのかと、再三医会でも意見交換をしています。私も医師会から選出された委

員として発言させていただいていますので、うちの内視鏡医会ではぜひ本事業を目

指して、年度が替わった時点で動いてほしいということで一応お願いはしていると

ころです。 

 もう一点、乳がんのことで、産婦人科医会と乳腺医会の医師でマンモの会がある

のですが、視触診をどう扱うかということについてまだ決定はしていませんけれど

も、国の方では、仮定の話ですが、視触診をやめるとは言っていませんが検討をし

ようということのようです。今、横浜市医師会のマンモの検討委員会では、エコー

の問題まで話が行っているのですが、全科ができるとは限らない中で視触診の価値

が、これでもうおしまいというわけではないのではないかということで、産科の医

師と他の医師の意見が様々あるところです。まだ国の方針が決まっているのではな

いと思うのですが、もし差し支えなければ、今の時点で、横浜市での視触診の取り

扱いについてお考えがあったら、教えていただきたいのですが。 

○秋元課長 横浜市として公式の決定は特にしていません。国の検討会をもちろん

注視して見ているのですが、現時点ではそれ以上でもそれ以下でもないということ

です。 

○太田委員 国が視触診をやめるとした場合、横浜市としては１年間とか２年間な
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ど、一定期間は認めるかどうかなど、考えがあれば教えていただきたいのですが。 

○茂木課長 今お答えするのは難しいです。 

○太田委員 では、そういう意見があるということはご理解ください。 

○茂木課長 委員からご意見があったということは受けとめます。 

○赤池部会長 ほかにございますか。横浜市は国家戦略特区がありますね。 

○茂木課長 いろいろな特区があります。 

○赤池部会長 その研究ということに関してはどういう考えなのか、ということを

伺いたいのですが。 

○修理医務監 がん研究については、保健医療プランにも記載していますが、当然

進めていく必要はあると思っています。今回の計画の中にがん研究の項目も載せた

いとは思っているのですが、どこを中心というか、何を核にしてという形になると

思うので、それはやはり横浜市立大学を抱えている横浜市ですので、横浜市立大学

と連携しながらやっていくのが筋かと思っております。がん研究については、横浜

市は今年度の予算が5,000万円ありますので、これについては今後も、その額が多い

少ないはあると思いますが、支援していきたいと思っています。 

○赤池部会長 早期発見として、今、ゲノムである地域をフォローアップして、そ

れでがん予防につながらないか、早期発見につながらないかということをやってい

る地域があると聞いています。そういうことを、横浜市もどこかをモデルにしてや

ることは可能なのでしょうか。 

○修理医務監 今、ＩＣＴの導入に向けて横浜市もいろいろ検討しています。横浜

市は大きいのでなかなか難しいのですが、ネットワークの問題と横浜市立大学の研

究の問題、あとビッグデータをどう扱っていくかという問題も今、注目されている

ので、その辺を組み合わせて、例えば部会長がおっしゃったようにゲノムでも、ほ

かのものでもいいのですが、コホート的に追っていくということについては、まだ

合意は得られていませんが、一応内部ではそういうことを考えている部署もあると

いうことだけお答えします。 

○赤池部会長 考えているということですね。ほかにはよろしいですか。 

早期発見についてはこれで終わりにさせていただいて、また次回以降、今日の意見

等を踏まえて記載していただければと思います。 

－異議なし－ 

 

（２）検討事項 横浜市がん対策推進計画（仮称）案について 

ウ 第４章 具体的な取組 ３医療 

 

（事務局） 

第４章 具体的な取組 ３医療 について説明【資料４】 

 

○赤池部会長 まず、（１）がん診療連携拠点病院の整備、これについてはいかがで
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すか。 

－特になし－ 

 

（２）の安心・安全で質の高いがん医療の提供に向けた取組というところですが、

いかがでしょうか。 

○緒方委員 これは【現状】というところに入るのか、【課題】というところに入る

のかわかりませんが、がん治療というのは副作用が大変なのです。今は、昔に比べ

たら吐き気なども軽減されて随分よくなったように思いますが、それでもまだ副作

用が強いのです。今は余り入院しないで通院して治療します。患者の気持ちとして

は本当に 後の 後まで治療したいということで、頑張って治療している人がいる

のですが、副作用のために通院できなくなって、治療が受けられなくなってしまう

のです。副作用の軽減とか、副作用のないがん治療をぜひ考えていただきたいと思

います。 

○赤池部会長 そうですね。それは本当に求められているところだと思います。 

ほかには、特に先進医療のことで何か手を尽くされているとか、進める方向で後押

ししているとか、そういうことはあるのですか。 

○修理医務監 先進医療に上げる前の段階で、患者さんの負担が発生するような場

合がございます。例えば横浜市立大学でダ・ヴィンチを使って保険収載されていな

いような手術をする時に、その部分は自己負担になるので、その部分については大

学が持ち出さなければいけないとか、あるいは患者さんの負担になってしまうとい

うことになります。そういった部分について横浜市側が補てんする、というような

ことを今年度から始めました。先進医療ではないのですが、先進医療のさらにその

前の段階の医療についての支援ができるものがあれば、やれる範囲においてやって

いきたいと考えております。 

○赤池部会長 実際、先進医療になっても患者負担が発生しますが、そういうもの

については何かお考えはあるのですか。 

○修理医務監 県立がんセンターで重粒子線治療が始まりますが、300万～400万円

ぐらいかかります。神奈川県ではそれを少し補てんするようなお話は出ていますが、

横浜ではまだ議論はしていません。 

○赤池部会長 鳥栖では県と市町村でしたかが、別々に補助を考えてくれているよ

うなところもあるようです。それ以外にもいろいろな先進医療がありますので、考

えていただければと思います。ただ、公平という意味ではなかなか難しいというと

ころが確かにあると思います。 

（２）についてほかにご意見はよろしいですか。 

－異議なし－ 

 

○赤池部会長 希少がんについては、今お話しいただいたところでよろしいかと思

いますが、ご意見ございますか。 
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－異議なし－ 

 

○赤池部会長 （３）がん医療を担う人材育成と研修の推進という部分はいかがで

しょう。これは実際に市川委員、やっていてどうですか。 

○市川委員 ここに書いてあるとおりだと思います。ここに書いていないものとし

ては、放射線の技術がかなり進んでいて、今後多分手術にかわるような、県立がん

センターでやられる重粒子線などもその一つになるのかもしれないと思いますが、

今、通常のエックス線でもいろいろな操作をすることによってかなりの精度で放射

線治療というのはできるようになってきているのですが、それをやるには放射線の

医学物理士という、計算をきちんとする方がいないとできないというか、非常に時

間がかかってしまってできない状況になるようです。実際問題としてそういう方た

ちが本当に少なくて、いい機械はあるのだけどうまく使えないとか、十分使えない

とか、あるいは余りいい機械ではないからそれができないのだけど、そういう人が

いればできるということもあるそうです。非常に聞きなれない職種ですが、そうい

った放射線の進歩に伴う新たな人材も育てていくというようなことが、この中に入

ってくるといいような気がいたします。 

○修理医務監 具体的に育てるためにはどういった支援や取組が必要ですか。 

○市川委員 医学物理士になるための試験がありますので、それを受けるために、

例えば、ここに書いていただいた「がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン」

では、放射線科でそういう方たちに入ってもらって研修しながら医学物理士になっ

てもらうということをやっていますけれども、それにはそれなりの人を育てるため

のお金が必要になってしまうので、そこへの支援や取組が必要、ということになる

と思います。 

○赤池部会長 横浜国立大学にそういう寄附講座をつくろうという動きがあるよう

なので、同じように横浜市立大学でも寄附講座をつくるということも考えられるの

ではないでしょうか。医学物理士だけでなく、実際に機械を動かす人がいるのです

が、そういう方は一般に公募してもなかなか来るものではないので、そのような技

術者など、いろいろな人材が今後必要なると思います。そういうところにいち早く

目をつけていただいて、そういう方向でやっていただきたいと思います。 

○修理医務監 どういった形の記載にすれば良いのかは、委員の皆様と相談させて

いただいて、書ける範囲で書きたいと思います。 

○市川委員 新の、という言い方をするならば、臨床試験が素早く安全にできる

ような形をつくっていくという、そういう意味で必要な方たちの整備というのも必

要な気がします。 

○修理医務監 臨床試験ですか。 

○永田委員 ＣＲＣですか。 

○市川委員 そうですね、そういう方たちもそうです。 

○修理医務監 臨床研究中核病院にするための補助については、今年度から横浜市
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は補助を出しています。 

○市川委員 そういったことも【現状】に記載してもいいのではないかと思います。 

○修理医務監 治験一般の取組なので、記載していないのだと思いますが。 

○赤池部会長 治験一般でもやっているのでしたらこの中に入れるものと思いま

す。 

○修理医務監 わかりました。では書かせていただきます。 

○緒方委員 質問ですが、県立がんセンターでワクチン療法が始まりましたけれど

も、それはこの化学療法に入るのでしょうか。それとも全く第４番目みたいなカテ

ゴリになるのでしょうか。 

○赤池部会長 基本的には第４の治療というような言い方ですね。 

○緒方委員 ではそのうちここに第４番目としてワクチン療法が入ることもあるの

でしょうか。 

○赤池部会長 なかなか難しいですが、先々は出てくるのではないでしょうか。ま

だエビデンスが足りないのではないかと思います。 

○杉浦委員 専門看護師のところで支援が出るようになっていますが、修士課程２

年間で支援のところが、お金もそうなのですが人的支援もある中で、なかなかすべ

ての病院が進学させるのは難しい状況です。いろいろながんの専門看護師を持って

いるところのリソースを少し公表しながら、横の連携で行き来する体制があるとい

いなと思っていて、自分のところでつくるのもそうですが、つくれないところはそ

こにリソースを提供するシステムができてくるといいのかなと思います。極力外に

出すようにすればいいというのもありますけれども、連携会議のようなことを少し

広げていけたらいいのかなと思います。 

○修理医務監 がんの専門看護師さんの間での連携会議のようなものでしたら、問

題ないと思います。 

○永田委員 がんの研修で、緩和も絡むのですが、緩和の人材が少なくて、指導医

も少ないのです。指導医を増やそうと思って講習に申し込むと、定員が非常に厳し

くて、市に言うべきことかわかりませんが、指導者を育てようにも講習が少なくて、

定員も絞られているため受けられないという悪循環なのです。団体がどこだかわか

りませんが、その辺の支援をぜひとも考えていただけないでしょうか。 

○赤池部会長 それは、がん診療連携拠点病院等の整備という中の活動の一つです

ので、そこに何らかの支援をいただければということになるのですか。 

○永田委員 開催回数と定員の問題なので、１回あたりの定員が少ないとか、開催

回数が少ないとか、工夫すれば改善できると思うのですが。 

○杉浦課長 緩和ケア研修会のことではないですよね。 

○永田委員 緩和ケア研修会をやるには指導者が必要で、指導をやるには講習会を

受けなければいけない、その講習会の競争率が非常に高いのです。 

○修理医務監 講習会はどこが開催しているのでしょうか。 

○市川委員 緩和医療学会です。 
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○永田委員 市に言っても難しいのかもしれませんが、緩和の人材育成で非常に困

っていることは確かです。 

○市川委員 緩和の人材育成に関しては、確かに資格のある方をつくるというのは

非常に重要なことだと思うのですが、今、神奈川県で緩和の専門医は７人しかいな

いのです。それは緩和医療学会の責任ですからどうしようもないことだと思います。

ただ、きちんと育てられるところというのを神奈川県の中にも拠点としてつくって

いかなければいけないと思うのですが、横浜市の中に緩和医療学という講座を、横

浜市立大学があるにも関わらず持っていないというのは、非常に残念なことだとい

う気がします。やはり神奈川県、横浜市の中で人材をつくっていくということを明

記した方がいいような気がします。 

○永田委員 緩和とがんの化学療法関係の専門医や専門ナースは、拠点病院の要件

で必要なのにも関わらずとりにくいというのは、そこに何らかの公的支援が必要だ

と思います。 

○赤池部会長 私が言ったのは、その指導者たちがやる講習会の回数が足りないと

いう意味合いでしたが、指導者が足りないということですね。よろしいでしょうか。 

－異議なし－ 

 

○赤池部会長 （４）緩和医療の充実というところで、既に緩和のお話が出ました

が、ここについてはどうでしょう。文章について、終末期医療という言葉を直した

りしていただきました。よろしいでしょうか。 

－異議なし－ 

 

○赤池部会長 では、５番目に行かせていただきます。在宅医療及び連携の推進と

いうところですが、この件についてはいかがでしょう。 

○山形委員 先ほどの（３）にもあったのですが、丸ポチの６つ目の在宅医療、網

かけのところです。これは非常に大切で、実は昨年、市だと思うのですが、各区の

福祉保健センターで多職種を集めて研修をやったのですが、これをやるまで正直な

ところ、薬剤師はそんなことまでやるのだとか、お互い何をやるかがほとんどわか

らない状況なのです。この研修は非常に継続性が大切だと思うのですが、昨年、あ

の１回きりで今のところ多分計画はないと思うのですが、ありますか。 

○古賀係長 各区で年１回は開催することになっています。 

○山形委員 年に３回ぐらいやらないと、多分１年後にはもう全然人が変わってし

まったりしているので、私も中区の福祉保健センター長に、これは継続性がないと

だめだから、 低でも３か月に一回はやりましょうと言ったのですが、「わかりまし

た」と言ったきりです。 

○古賀係長 区によっては、３か月に一回開催している区もございます。 

○山形委員 そうですね。そこら辺を徹底していただければと考えています。多職

種連携というのは非常に大切なので、年１回では厳しいかなと思います。 
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○緒方委員 今の【現状】というところで、終末期医療に関するとか、死亡者数と

か、こういうことが文言にありますけれども、じゃあやっぱり在宅医療って終末期

の人のものなのか、という誤解があるのではないかと思います。必要な人に必要な

時に届く在宅医療だったら、抵抗なく終末期の人に届くと思うのです。私はアメリ

カで子宮頸がんの手術をしたのですが、今からもう20年前ぐらいですけれども、５

泊６日なのです。まだ尿のパックとかついている状態で退院させられるのですが、

訪問医療がちゃんと定着しているのでできることなのです。私が知っている人は、

その延長線上で終末期のターミナルケアを受けて、亡くなられたのですが、日本の

場合は、在宅の緩和ケアをどうぞと言われると、終末期というイメージがあるので、

「まだ早いです」とか「大丈夫ですから」と頑張られてしまうのです。入院日数が

短くなってきていますので、特にお年寄りの人とか、別に終末期ではなくても自分

の生活を取り戻すまでの期間、病院に通えないということもあるので、そういう人

にもみんな在宅医療が行き渡って初めて終末期の人にも抵抗なく届くと思うので

す。その辺、誤解がないように、終末期のこととか死亡者数とかばかりではなくて、

何かそこに表現を入れてもらうとターミナルの人にも届きやすい気がします。 

○赤池部会長 そうですね。そもそも在宅医療の言葉の認識がまだまだずれている

のかもしれませんね。 

○修理医務監 そうですね、在宅医療もまだまだこれからというところもあるので、

そのとらえ方もおっしゃったようにいろいろと個人個人でイメージも違っていま

す。 近ようやく在宅医療についてはある程度、ドクターの間では広まってきた部

分もありますから、我々は啓発していくというか、先導していくというのが仕事な

ので、それは市民の方々にも在宅医療とはこういったものだよというのは、当然こ

れから力を入れてやっていきたいと思っています。 

○赤池部会長 横浜の在宅医療はこうであるということを示していただいて、広め

ていただくとありがたいですね。よろしいでしょうか。 

－異議なし－ 

 

○赤池部会長 ６番目に行かせていただきます。（６）ライフステージに応じた対策、 

小児、ＡＹＡ世代、働く世代、高齢者となっていますが、いかがでしょう。 

【課題】の網かけの、小児がんの方が成人になった時というのは、【対策】のところ

に、連携病院を中心とした小児がん医療の充実とあるのですが、具体的に何かこう

いう形で、というのは想定されていますか。 

○杉浦課長 小児がんにつきましては、今年４月に横浜市の小児がん連携病院とし

て４病院を指定させていただきました。神奈川県には、国の指定する小児がんの拠

点病院でこども医療センターがございます。やはり、その１病院だけではなかなか

連携がうまくとれないということもございますので、それ以外に昭和大学藤が丘病

院、横浜市立大学附属病院、南部病院の４つの病院を、横浜市の小児がん連携病院

として指定させていただいております。これらの病院の医師の方々で定期的に会議
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を開いて連携を深めているところです。こども医療センターは小児の専門病院です

ので、成人に至る過程の中でいろいろな合併症等が出てきた場合に成人診療科がな

いという課題もございますので、そのような課題についても対応していきたいと考

えています。 

○赤池部会長 ほかにはどうでしょう。 

○緒方委員 私の知っている方でお子様を亡くされた方がいたのですが、いわゆる

緩和ケア病棟がないのです。ましてやご自宅で 期を迎えるというシステムもなく

て、子供こそ本当に自分らしい生活を家の中で送れる限り送るということを望まれ

ると思うのです。緩和ケアとかターミナルケアについては触れられていないのです

が、そういうことをやっている地方もあると思います。横浜市ではどうですか。 

○修理医務監 小児ホスピスのことだと思いますが、確かに幾つかあって、そのこ

とについて我々も何か所か視察に行きました。ただ、小児ホスピスと名前がついて

いても、実はレスパイトとして使われているということがあります。成育医療セン

ターの小児ホスピスも実はホスピスではなくて、レスパイト的に使うような施設だ

ということです。こども医療センターの医師の方とお話ししていると、確かに小児

ホスピスについて、ある一定のニーズというか、必要はあると思うのですが、治る

方も多いということです。いろいろなご意見がある段階なので、様子を見ていると

いうところです。 

○緒方委員 在宅でというのはどうですか。 

○修理医務監 小児の在宅医療については、確かにまだ手薄な部分があると思いま

す。おそらく特定のドクター同士のつながりで対応されていると思うのですが、そ

の実態を我々もまだ把握していないので、まず、小児がん連携病院の医師の皆様と

共に実態を把握して、どのような対策が必要かということについては、次の段階で

と考えています。 

○物部委員 【課題】のところで、「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」と書いてあるのですが、現状やっていないこともないというか、

事例としては幾つかあると思うのですが。【現状】のところに記載がないのはどうか

と思いますが。 

○杉浦課長 小児がんについては、今年度、実態調査をする予定にしておりまして、

その中で治療中の療養環境や教育学習環境等のニーズを把握しようと考えていま

す。まだ調査は途中なのですが、療養中の学習について、こども医療センターはか

なり受けられる部分があるのですけれども、やはりそこのところが課題だというお

声は聞いたことはございます。 

○物部委員 わかりました。ありがとうございます。 

○赤池部会長 それでは、働く世代のところでいかがでしょう。 近は就労のこと

でいろいろな事業も始められていますが、この啓発のところに、「市民や事業者にが

んの実情について理解していただき」とあります。ここは医療のところですが、予

防も早期発見も医療も、すべてのところで同じ言葉が来ると思うのですが、いかが
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ですか。 

○市川委員 事業者の方たちというのは、がんの患者さんについてどう思っていら

っしゃるのでしょうか。例えば、もっと働いてほしいと思っているのか、それとも、

やめてほしいとは思っていないでしょうけれども、ゆっくり休ませてあげたいと思

っているのかとか、何かあるのでしょうか。逆に言うと、例えば事業者たちは、働

けるのであれば働けるようにしたいと思っているのか、危ないから働かないように

しておいた方がいいと思っているのかというのは、何かあるのでしょうか。 

○修理医務監 実際に我々はそういったことは調査していないのですが、調査する

必要はあるのだろうと思います。事業者といいましても会社の規模がかなり違いま

すので、すごく小さいところから大きいところもあって、大きいところには産業医

が専従でいますので、その産業医の方がある程度フォローするという体制が多分整

っているはずです。社長がどう思っているか、それは我々もわかりませんが、小さ

いところになればなるほど雇用環境も厳しくなると思うのでそこまで手が回らない

でしょうし、産業医も大抵は嘱託になりますから、手が届かないという可能性はあ

ります。ただ、その実態がどうかについては、我々も調査して把握していないので、

今後把握して、その後で対策が出てくると思います。 

○市川委員 意外と50歳ぐらいの方たちが、がんになっていなくなると困る職場と

いうのはたくさんあると思うのです。そういうふうになっているところというのは、

中小であればあるほど、その人たちがいなくなったら誰もその仕事ができなくなる

というところもあって、それにどういう支援をしていくのかというのは、やはり公

的なところがやっていくべきことなのかなという気がするのです。 

○赤池部会長 先日伺った、横浜市の表彰ではないですが、この会社はこういう対

策を持っています、そういうことに対して対応していますと、何か発表する一覧表

がありましたよね。あれは何を基準にやっているのですか。 

○杉浦課長 厚生労働省の取組で「がん対策推進企業アクション」です。企業が健

康診断や、がん検診等、健康経営に寄与しているところを自ら登録して、そういう

企業に啓発用のリーフレット、パンフレット、研修材料を配布したり、あるいは専

用のホームページにお名前を掲載したりといったような取り組みをしています。 

○赤池部会長 横浜市版ではないのですか。 

○茂木課長 検討したいと思います。がんに限らず、広く健康づくりだとか、そう

いったものの取組だとか、従業員に対していろいろなことをしているところを何ら

かの形でフィーチャーするようなものをつくりたいと思います。それを他の人にも

見てもらってまねてもらうと一番影響が大きいので、そういうことを少し考えてい

きたいと思っています。 

○赤池部会長 ぜひやってください。 

○永田委員 具体的に自分が経験したことからすると、50代、60代の方は管理職と

してのポジションをどうするかということと、それから、有給を使い切った場合、

療養休暇を使い切った場合に、常勤職としてキープさせてあげたいけれども非常勤
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にしなければいけないだとか、実際にそれで悩んだことがあります。どうしたらい

いのかと。 

○山邊委員 僕のクライアントは中小企業なのですが、例えばこういう罹患された

患者さんのケースで、会社に病気のことをおっしゃる方もいるだろうし、おっしゃ

らない方もいると思うのです。おっしゃらないと会社はわかりようがないという立

場に置かれているわけです。今は１年も２年も入院しているケースなんていうのは

ほとんどないわけですから、治療を受けながら家から病院に通って仕事をして、と

いうライフサイクルで、抗がん剤治療とかいろいろ、はた目ではわからないけれど

も、もうだるくて仕事ができないなというような、ご本人の辛さや、ご本人がみん

なに迷惑をかけたら悪いからやめましょう、と自己都合でやめている方が非常に多

いわけです。厚労省でこの４％が解雇と報告しているこのケースがどういうケース

なのかわかりませんが、その程度の就労不能で解雇していれば不当解雇の話にもな

りがちな部分だと思います。だから、やめていらっしゃるのは、周りに遠慮して自

分で依願退職しているのがほとんどのケースなのではないかと、僕自身は経験則上

思っています。ただ、これはやはりデータに裏打ちされていませんので、その辺を

慎重にお話ししないといけないとは思いますが、そんなイメージです。 

○赤池部会長 その辺の対策を十分にやっているような事業者があれば、それを横

浜市が認めてあげると、じゃあうちもと、きっとなるのではないかと思います。 

○茂木課長 検討します。 

○赤池部会長 ぜひ、お願いします。 

今日は大変多くの意見をいただきました。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、11 月上旬で日程調整させていただく。 

 以上 


