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第１章 計画の策定にあたって

１ 計画策定の趣旨

生涯のうちに２人に１人はがんに罹り、３人に１人はがんで死亡すると
かか

言われています。

大分県では、がんが昭和５６（１９８１）年から死亡原因の第１位（全国

も昭和５６（１９８１）年から第１位）となるなど、県民の生命及び健康に

とって、がん対策は最重要課題になっています。

また、がんは加齢により発症リスクが高まることから、高齢化が進行する

本県では、その罹患者数は今後、さらに増加していくと推測されています。
りかんしゃ

このような状況の中、国においては、がん対策の一層の推進を図るため、

平成１９（２００７）年４月１日にがん対策基本法（以下「基本法」という。）

を施行するとともに、がん対策の推進に関する基本的な計画として「がん対

策推進基本計画（以下「基本計画」という。）」を策定しました。

この基本計画に基づき本県においても、「基本法」に基づき、がん対策の

基本となる大分県がん対策推進計画（以下「県推進計画」という。）を平成

２０（２００８）年３月に策定し、１０年間に年齢調整死亡率を２０％減少

させることを目標として計画に基づいた対策を行ってきました。

さらに、平成２２（２０１０）年１０月にはがん対策に関する具体的な行

動目標や取組みを定めたアクションプランを策定し、がん対策を推進してき

ました。

また、平成２３（２０１１）年３月には、県議会において議員提案による

大分県がん対策推進条例（以下「がん条例」という。）が制定され、県民の

目線に立ったがん対策を総合的に推進することとなりました。

平成２４（２０１２）年６月に国の第２期「基本計画」が改定され、県に

おいても平成２５（２０１３）年３月に「県推進計画」を改定し、がん対策

を推進してきました。これまで。がん診療連携拠点病院の整備や緩和ケア提

供体制の量的な整備等が図られるとともに、がんの７５歳未満年齢調整死亡

率も減少し、一定の成果を得ることができました。
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今年度、国において「第２期基本計画」策定から５年を経過したことから

見直しが行われ、平成２９（２０１７）年１０月に新たな「基本計画」が閣

議決定されました。これは、今後のがん対策の推進に関する基本的な方針を

示すものです。

本県においても、この新たな「基本計画」に基づき、「がん条例」の趣旨

を踏まえて、「県推進計画」を改定します。

２ 計画の位置づけ

本計画は、「基本法」第１２条第１項に規定する都道府県がん対策推進計

画であり、がん対策の一層の充実を図るため、本県におけるがん対策の基本

方針として定めるものです。

また、本計画は、大分県がん対策推進条例、大分県医療計画、大分県健康

増進計画「第二次生涯健康県おおいた２１」等との調和を図ります。

３ 計画の期間

本計画の期間は、平成３０（２０１８）年度から平成３５（２０２３）年

度までの６年間とします。

本計画の進捗状況については、大分県がん対策推進協議会に対して適宜報

告するとともに、計画の推進に資する提言を求めます。

４ 県民の視点に立ったがん対策の実施

「基本法」第２条第３号において「がん患者の意向を尊重したがん医療の

提供体制の整備」について規定されており、がん対策の基本理念として、が

ん患者の立場に立ったがん対策の必要性が謳われています。
うた

また、大分県がん対策推進条例においても、県民の目線に立ったがん対策

を総合的に推進することを目的としています。

そこで本県においても、がんと診断された時からの緩和ケアの実施、在宅

医療の推進、がん患者の療養生活と就労の両立に向けた相談支援や情報提供

など、がん患者を含む県民の視点に立ったがん対策を一層推進することとし

ます。
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第２章 大分県の現状と課題

１ 死因別死亡

○ 大分県では、昭和５６（１９８１）年からがんが死亡原因の第１位となってい

ます。

図１ 三大生活習慣病の死亡率の推移

出典：厚生労働省「人口動態統計」

図２ 大分県の死因別死亡割合（平成２８（２０１６）年）

○ 平成２８（２０１６）年の

死亡者数14,264人のうち、がん

によるものは3,596人で、

県民の約4人に1人が、がん

で死亡していることになり

ます。

このようなことから、

県民の生命及び健康にと

って、がん対策は重大な

課題になっています。
出典：厚生労働省「人口動態統計」
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２ がん罹患率

○ 大分県のがんの年齢調整罹患率（平成２４（２０１２）年）は、男性で433.5

（全国447.8）で、女性は273.1（全国305.0）でいずれも全国を下回っています。

○ がんの部位別にみると、消化管のがんは男女とも低い値を示しています。しか

し、肺がんや肝臓がん、血液のがん等は全国よりも高い値を示しています。

男性のがん年齢調整罹患率(人口10万対) 女性のがん年齢調整罹患率(人口10万対)

出典：大分県地域がん登録報告書（罹患年平成２４（２０１２）年）

大分県 全国

口腔・咽頭 14.6 13.7

食道 12.3 16.9

胃 69.8 79.6

大腸(結腸・直腸) 53.6 70.7

肝及び肝内胆管 32.8 25.2

胆のう・胆管 11.3 9.4

膵臓 16.9 15.9

喉頭 4.5 4.5

肺 69.7 64.4

皮膚 9.1 7.7

前立腺 55.4 60.5

膀胱 9.8 12.5

腎・尿路(膀胱除く) 16.8 14.5

脳・中枢神経系 3.9 3.2

悪性リンパ腫 16.9 14.9

多発性骨髄腫 2.9 3.1

白血病 12.0 8.2

全部位 433.5 447.8

男性がん部位
年齢調整罹患率

大分県 全国

口腔・咽頭 6.2 4.4

食道 1.6 2.5

胃 24.7 28.3

大腸(結腸・直腸) 29.7 40.9

肝及び肝内胆管 13.1 9.0

胆のう・胆管 6.0 5.9

膵臓 9.0 10.4

喉頭 0.3 0.2

肺 26.5 24.9

皮膚 5.8 5.1

乳房 67.1 83.1

子宮頸部 13.4 14.6

子宮体部 15.9 15.6

卵巣 9.5 10.5

膀胱 2.1 3.0

腎・尿路 6.4 5.5

脳・中枢神経系 3.2 2.3

悪性リンパ腫 13.2 9.3

多発性骨髄腫 2.3 2.1

白血病 5.1 4.9

全部位 273.1 305.0

年齢調整罹患率
がん部位
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３ がんの年齢別、部位別死亡

○ 全国の年齢別のがん死亡率は、男女とも、おおよそ６０歳代から上昇し、高齢

になるほど高くなっています。また男性が女性より顕著に高い傾向にあります。

図３ 年齢階級別がん死亡率（全部位平成２７（２０１５）年）男女別

出典：国立がんセンターがん情報センター「がん情報サービス」

図４ 大分県がんの部位別死亡者割合（平成２８（２０１６）年）

○ 平成２８（２０１６）年のがんの主

な部位別死亡割合をみると、肺（20.0

％）、大腸（11.8％）、胃（10.3％）、す

い臓（9.6％）、肝臓（9.5％）の順とな

っており、この５部位でがんによる死

亡の61.2％を占めています。

出典：厚生労働省「人口動態統計」
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○ 大分県のがんの部位別死亡率の年次推移をみると、胃がん、肝臓がんは横ばい

傾向にありますが、肺がんは増加傾向、大腸がん、乳がんは微増傾向にあります。

図５ 大分県のがんの部位別死亡率の年次推移

出典：厚生労働省「人口動態統計」

年齢調整死亡率

がんは加齢とともに死亡率が高くなります。そのため、死亡数を人口で除した

粗死亡率を比較すると、各都道府県の年齢構成に差があるため、高齢者の多い都

道府県では高くなり、若年者の多い都道府県では低くなります。このような年齢

構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように、年齢構成を調整した死亡

率が年齢調整死亡率です。
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４ がんの年齢調整死亡率

○ がんの年齢調整死亡率を全国と比較すると、平成２７（２０１５）年の本県の

男性は151.0で、長野県132.4、滋賀県149.1、福井県150.5、に次いで４番目に低

い県となっています。

また、女性は80.3で、全国で６番目に低い状況です。

○ がんの部位別にみると、多くの部位で、男女ともに全国より低く良好な状況に

ありますが、肝及び肝内胆管のがん、悪性リンパ腫、白血病は全国より高くなっ

ており、対策が必要です。

表１ 死因別年齢調整死亡率（平成２７（２０１５）年） （人口１０万対）

男 女
区 分

全 国 大分県 順 位 全 国 大分県 順 位

全 死 因 486.0 464.9 7 255.0 248.7 9

心 疾 患 65.4 61.0 14 34.2 30.3 9

脳血管疾患 37.8 34.2 10 21.0 18.8 9

が ん 165.3 151.0 4 87.7 80.3 6

食 道 7.9 6.7 11 1.2 0.6 2

胃 22.9 17.8 3 8.3 6.3 4

大 腸 21.0 17.4 3 12.1 9.6 3

肝及び肝内胆管 14.5 16.5 33 4.6 6.6 45

胆 の う 及 び そ の 他 の 胆 道 6.3 6.2 16 3.9 4.0 24

膵 臓 12.8 11.7 14 8.4 8.7 31

気管、気管支及び肺 39.2 36.6 8 11.1 9.7 13

乳 房 - - - 12.0 9.6 7

子 宮 - - - 5.6 3.7 1

卵 巣 - - - 4.0 2.9 2

前立腺 7.0 6.2 11 - - -

膀 胱 3.7 3.4 14 1.0 0.8 6

悪性リンパ腫 4.9 4.0 2 2.7 3.6 45

白血病 4.3 6.0 41 2.4 2.9 38

（注）順位は年齢調整死亡率の低い方からの順番

出典：厚生労働省「人口動態統計特殊報告」
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図６ 死因別 年次別 男女別 年齢調整死亡率（人口１０万対）

図６－１ 悪性新生物（がん）全体

図６－２ 肺及び気管、気管支がん

図６－３ 胃がん
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図６－４ 肝及び肝内胆管がん

図６－５ 大腸がん

図６－６ 乳がん及び子宮がん

出典：厚生労働省「人口動態統計特殊報告」
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○ 本県のがんの７５歳未満の年齢調整死亡率は、平成２７（２０１５）年で人口

１０万人あたり70.5と全国平均の78.0を7.5ポイント下回っており、長野県62.0、滋

賀県69.4、に次いで全国で３番目に低い県となっています。また、九州各県と比

較しても、低率県となっています。

図７ 九州各県別がん７５歳未満年齢調整死亡率の年次推移（男女計）

出典：国立がんセンターがん情報センター「がん情報サービス」

７５歳未満年齢調整死亡率

７５歳未満年齢調整死亡率を評価指標として用いるのは、高齢化の影響を除去し、

７５歳以上の死亡を除くことで壮年期死亡の減少を高い精度で評価するためです。
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５ がん検診受診者数・受診率

○ 平成１９（２００７）年結核予防法の廃止や平成２０（２００８）年の老人保

健法の廃止及び健康増進法の改正により、検診実施方法が変更になったことが影

響し、その後の受診率は低くなっています。

○ 市町村のがん検診受診者数は、平成２０（２００８）年以降を見ると、肺がん、

胃がんは横ばい、大腸がん、子宮がん、乳がんは微増傾向となっています。

図８ 部位別がん検診受診者数の推移（大分県）

出典：厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」
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○ 各がん検診受診率を市町村別に見てみると、ばらつきが大きくなっています。

別府市、臼杵市、玖珠町で子宮がんが目標の５０％を超えているところもありま

すが、一方で胃がん、大腸がん、乳がんでは１０％に満たない市町村も散見され

ます。

表２ 平成２７（２０１５）年度市町村別がん検診受診率

出典：厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」

胃がん (%) 肺がん (%) 大腸がん (%) 乳がん (%) 子宮がん (%)

全 　国 6.3 11.2 13.8 20.0 23.3

大分県 6.1 13.9 9.5 13.7 18.2

大分市 1.4 6.9 1.9 11.4 7.9

別府市 9.3 18.4 17.1 31.6 51.0

中津市 16.3 29.6 26.6 21.9 44.0

日田市 10.8 12.7 13.0 14.0 14.2

佐伯市 8.5 21.6 18.1 16.0 42.1

臼杵市 18.9 37.4 31.9 32.7 54.1

津久見市 10.0 26.7 19.0 5.8 28.8

竹田市 12.2 20.5 19.1 2.6 20.7

豊後高田市 8.5 19.8 13.7 8.3 17.4

杵築市 9.7 19.4 18.4 21.1 33.1

宇佐市 16.0 33.7 28.4 24.1 47.0

豊後大野市 8.9 16.1 12.4 6.7 25.0

由布市 6.2 55.7 24.5 1.7 30.4

国東市 10.5 24.3 14.9 12.3 25.2

姫島村 10.2 39.6 34.2 1.9 33.4

日出町 9.9 12.6 12.2 8.6 16.5

九重町 15.3 23.2 20.1 3.7 30.0

玖珠町 37.0 46.9 47.0 6.9 51.9
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６ がん検診の精度管理指標

○ 精度管理とは、がん検診の「質」を向上させるための取組のことです。

○ 精度管理指標として「要精検率」「精検受診率」「がん発見率」「陽性反応的中

度」があり、各がん検診に目標値、許容値があります。

○ 平成２５（２０１３）年度の各指標値は、胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん

について、概ね許容値を達成していますが、子宮頸がんが許容値に届いていま

せん。

(表３)平成２５（２０１３）年度大分県がん検診精度管理指標結果

大分県がん検診情報報告集計結果(平成25（2013）年度)住民検診結果より抜粋

（表４）各がん検診精度管理指標の目標値、許容値

胃がん 肺がん 大腸がん 子宮頸がん 乳がん

要精検率 許容値 11.0%以下 3.0%以下 7.0%以下 1.4%以下 11.0%以下

精検受診率 目標値 90%以上 90%以上 90%以上 90%以上 90%以上

許容値 70%以上 70%以上 70%以上 70%以上 80%以上

陽性反応適中度 許容値 1.0%以上 1.3%以上 1.9%以上 4.0%以上 2.5%以上

がん発見率 許容値 0.11%以上 0.03%以上 0.13%以上 0.05%以上 0.23%以上

がん検診事業の評価に関する委員会「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」(平成20（2008）年3月)

胃がん 肺がん 大腸がん 子宮頸がん 乳がん

要精検率 7.5 % 1.9 % 7.5 % 1.5 % 7.1 %

精検受診率 87.0 % 74.4 % 78.0 % 79.1 % 90.2 %

陽性反応的中度 1.2 % 2.8 % 3.0 % 2.7 % 4.4 %

がん発見率 0.09 % 0.05 % 0.23 % 0.04 % 0.32 %
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第３章 全体目標

１ 目標の設定

がん対策を実効あるものとして、より一層推進していくためには、市町村、

保健・医療等の関係者や関係団体等の理解の下、共通の目標を設定することが

有効です。そこで、分野別施策を総合的かつ計画的に推進することにより達成

を目指す「全体目標」を設定します。

２ 全体目標

がん患者を含めた全ての県民が、がんの克服を目指し、がんに関する正しい

知識を持ち、避けられるがんを防ぐことや、様々ながんの病態に応じて、いつ

でもどこにいても安心かつ納得できるがん医療や支援を受け、尊厳を持って暮

らしていくことが肝要です。そこで、「がん患者を含めた全ての県民が、がん

を知り、がんの克服を目指す」ために、「がん予防」と「がん医療の充実」、「が

んとの共生」を、今後６年間の全体目標として設定します。

（１）科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実

生活習慣の中でも喫煙は肺がんをはじめとする種々のがんのリスク因子と

なっていることが知られており、禁煙によるがんを防ぐ効果は明らかになっ

ています。

平成２５（２０１３）年に改定された県推進計画では、年齢調整死亡率を

平成１７（２００５）年の８２．６から１０年間で２０％減少させ、平成２

７（２０１３）年に６６．１とすることを全体目標としていましたが、平成

２７（２０１３）年の年齢調整死亡率は７０．５で １４．６％の減少にと

どまりました。

そこで、がんのリスク等に関する科学的根拠に基づき、リスクの減少によ

る発症予防（１次予防）や、がん検診の充実による早期発見・早期治療（２

次予防）を推進する等、本計画に定める分野別施策等を総合的かつ計画的に

推進することにより、がんによる死亡者を減少させることを目標とします。
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○がんによる死亡者の減少

がんによる年齢調整死亡率（７５歳未満・人口１０万対）を

１０年間で２０％減少させます。

７２．４ → ５７．９（72.4×（1－0.2））

（平成25（2013）年） （平成35（2023）年）

（２）患者本位のがん医療の実現

がん患者の多くは、がん性疼痛や、治療に伴う副作用・合併症等の身体的苦

痛だけでなく、がんと診断された時から不安や抑うつ等の精神心理的苦痛を抱

えています。また、その家族も、がん患者と同様に様々な不安や苦痛を抱えて

います。

さらに、がん患者とその家族はこうした苦痛に加えて、安心・納得できるが

ん医療や支援を受けられないなど、療養生活の中で様々な困難に直面していま

す。

これまでの１０年間でがん診療連携拠点病院の整備、緩和ケア従事者の育成、

相談支援体制の構築等に取り組んできました。

今後は、がん診療連携拠点病院等におけるがん医療の充実、希少がん対策、

小児がん対策等のがんの特性や世代に応じた対策を実施することを通じて、「患

者本位のがん医療の実現」を目指すことを目標とします。

（３）尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

がん患者とその家族は、身体的、精神心理的苦痛のほかにも社会とのつなが

りを失うことに対する不安や、仕事と治療の両立が難しいなど社会的苦痛も抱

えています。

このため、がん患者とその家族の精神心理的・社会的苦痛を和らげるため、

がんと診断されたときからの緩和ケアの推進や、がん患者の就労支援対策等の

がん患者とその家族を社会全体で支える取組、がん教育・がんに関する知識の

普及啓発を実施することにより、「がんになっても尊厳を持って安心して暮ら

せる社会の構築」を実現することを目標とします。
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第４章 分野別施策と個別目標

１ 科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実

（１）がんの１次予防

① 喫煙等の生活習慣の改善

【現状と課題】

○ がんの原因は、喫煙（受動喫煙を含む）、食生活、運動等の生活習慣、ウイ

ルスや細菌への感染など様々なものがあります。特に、喫煙が肺がんをはじめ

とする種々のがんの原因となっていることは、科学的根拠が示されています。

禁煙は予防可能な要因としては最大のものとされており、一層の喫煙対策が

求められています。

○ 本県では、がん、心疾患、脳血管疾患などの生活習慣病の予防を目指した「生

涯健康県おおいた２１」を策定し、食生活や喫煙等の生活習慣の改善を図るた

めの取組を行っています。

○ 国においては、受動喫煙による健康被害を防ぐために、多数の者が利用する

施設等における受動喫煙対策を強化することを検討しています。

【施策の方向】

○ がん、心疾患、脳血管疾患などの生活習慣病対策を盛り込んだ「第二次生涯

健康県おおいた２１」の指標の達成を目指します。

○ がん予防において、喫煙対策は、一次予防として最も重要な課題です。喫煙

対策として、①未成年者への喫煙防止教育、②受動喫煙防止対策、③喫煙者に

対する禁煙支援の３つの柱を設けて推進します。
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【個別目標】

○ 適切な受動喫煙防止対策を推進するとともに、禁煙支援のさらなる実施を推

進します。

○ 「第二次生涯健康県おおいた２１」における指標（栄養食生活・喫煙・飲酒）

の達成を目指します。

（ア）評価指標の現状と目標値（喫煙対策）

評価指標 第２期計画策定時 現状 目標値

未成年の喫煙率 3.3％ 1.1% 0%

（H23 県民健康づくり実態調査） （第二次生涯健康県おおいた２１中間報告）

喫煙率 男性 34.2％ 男性 32.6％ 男性 18.1%

女性 8.6％ 女性 8.1％ 女性 3.5%

（H23 県民健康づくり実態調査） （第二次生涯健康県おおいた２１中間報告）

禁煙外来の数 149医療機関 180医療機関 増加

（ニコチン依存症管理料を算定できる （H25 九州厚生局届け出） （H29.7 九州厚生局届け出）

医療機関数）

大分県薬剤師会認定禁煙支 92名 98名 増加

援薬剤師数 （H25 大分県薬剤師会） （H29.7 大分県薬剤師会）

生涯健康県おおいた２１推 92店 271店 増加

進協力店（たばこの環境部 （H25 健康対策課調べ） （H29 健康づくり支援課調べ）

門）の登録数

（イ）評価指標の現状と目標値（生活習慣）

評価指標 第２期計画策定時 現状 目標値

一日の食塩摂取量 男性 11.6g 男性 10.4g 男性 8.0g

女性 10.6g 女性 8.8g 女性 7.0g

（H23 県民健康づくり実態調査） （H28 国民健康・栄養調査）

一日の野菜摂取量 男性 309.3g 男性 300.0g 男性 350g

女性 288.4g 女性 263.0g 女性 350g

（H23 県民健康づくり実態調査） （H28 国民健康・栄養調査）
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適正な脂肪エネルギー比率 20～49歳の脂肪エネルギー比率 男性 24.8% 25％未満

26.8％ 女性 27.7%

（H23 県民健康づくり実態調査） （H28 県民健康意識行動調査）

定期的な運動習慣（1回30分以 男性 46.0％ 男性 41.2％ 男性 56.0%

上軽く汗をかく運動を週2日以 女性 40.4％ 女性 32.3％ 女性 50.0%

上、1年以上）を持つ者の割合 （H23 県民健康づくり実態調査) （第二次生涯健康県おおいた２１中間報告）

生活習慣病のリスクを高める 男性 10.6％ 男性 14.9％ 男性 13.3%

量＊1を飲酒している者の割合 女性 6.5％ 女性 12.6％ 女性 11.3%

（H23 県民健康づくり実態調査） （第二次生涯健康県おおいた２１中間報告）

特定保健指導の実施率 － 22.9% 45.0％

（第二次生涯健康県おおいた２１中間報告）

食生活改善推進員数 2,654人 2,467人 3,000人

（H25健康対策課調べ） （H28健康づくり支援課調べ）

生涯健康県おおいた２１推進 259店 457店 700店

協力店（食の環境整備部門） （H25 健康対策課調べ） （H28健康づくり支援課調べ）

の登録数

ヘルスサポートトレーナー数 299名 350名 増加

（H25 NPO法人ヘルス・フィットネス・ （H29 NPO法人ヘルス・フィットネス・

フォーラム調べ） フォーラム調べ）

総合型地域スポーツクラブ数 41カ所 44か所 増加

（H25 大分県体育協会調べ） （H29 大分県体育協会調べ）

＊1 一日あたりアルコール摂取量 男性40g以上 女性20g以上

（ウ）各実施主体の取組内容（喫煙対策）

実施主体 取組内容

大分県 ○世界禁煙デー及び禁煙週間を中心に禁煙や受動喫煙防止について、普及啓発を行う

○健康応援団（たばこの環境整備部門）の登録増加に努める

○健康経営事業所における受動喫煙防止や禁煙対策の推進の支援

○禁煙支援従事者研修会を開催し、最新情報の周知や支援技術の向上に努める

○未成年者に対して、地域や学校で発達段階に応じた喫煙防止教育の実施
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市町村 ○学校における喫煙防止教育

○禁煙指導：個別指導と集団指導

・禁煙教室

・禁煙外来紹介

○妊婦や母親への禁煙指導

母子手帳交付時・母親教室時・乳幼児検診時など

○啓発活動

・ケーブルテレビ放送・広報誌やホームページに掲載

・ポスター掲示

・世界禁煙デーの街頭キャンペーン

○受動喫煙対策

・庁舎の禁煙化の推進

・市町村営施設への助言と指導

○特定保健指導時の禁煙指導の充実

・禁煙支援従事者養成研修会への参加によるスキルアップ

医療機関 ○患者への禁煙指導

○禁煙外来実施医療機関の整備

○医療機関における敷地内禁煙化の推進

○専門職の禁煙支援従事者研修会への参加

○地域における禁煙啓発活動への支援

職域 ○職場における受動喫煙防止対策推進

○従業員への健康教育

○禁煙希望者への禁煙相談・指導

○特定保健指導における禁煙指導

関係団体 《大分県薬剤師会》

○未成年者への喫煙防止教育の実施

○禁煙支援薬剤師制度を構築し、禁煙支援薬剤師を増加

○受動喫煙防止対策の普及啓発

○世界禁煙デーの街頭キャンペーン

《大分県看護協会》

○「一日まちの保健室」等で喫煙防止に関する広報を強化
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《禁煙ネット大分》

○世界禁煙デーの街頭キャンペーン

○学校における喫煙防止講義の実施

県民 ○未成年者の喫煙防止に向けた社会づくりに取り組む

○喫煙の健康影響について理解する

○受動喫煙防止の重要性について理解し、環境作りに協力する

○喫煙をやめたい人は積極的に禁煙に取り組む

○患者、患者会は積極的に禁煙を勧める

（エ）各実施主体の取組内容（生活習慣）

実施主体 取組内容

大分県 ○生涯健康県おおいた21推進による生活習慣の改善

・おいしい減塩食を普及する「うま塩プロジェクト」や「まず野菜、もっと野菜」

運動の推進

・健康応援団及びうま塩メニュー提供店の登録増加による食環境の整備

○健康応援団登録店を通じだ健康情報の提供

市町村 ○健康教室の開催

・運動教室、料理教室、生活習慣病予防教室など

○特定保健指導における生活習慣改善指導

○人材育成と地域の組織づくり

・健康づくり推進員、運動推進員など

・各種健康教室参加者のOB会活動支援

・自治会、婦人会、PTA、老人会など管内各種団体の活用

○健康情報一般の広報および住民への啓発

・広報誌特集ページ、ケーブルテレビ、市町村ホームページなど

医療機関 ○患者に対する生活習慣改善のための指導

職域 ○特定保健指導実施率の向上

○セミナーの開催やダイエットチャレンジ、ウォーキング大会の実施による運動習慣

の定着化

関係団体 《大分県栄養士会》

○栄養相談や研修会等の継続的実施
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○会員向け研修会の充実により資質向上を図る

《大分県食生活改善推進協議会》

○生涯健康｢元気な食卓｣推進事業による減塩、野菜・果物摂取増加の推進

《大分健康運動指導士会大分県支部》

○健康運動指導士・健康運動実践指導者の資質向上のための研修会の開催

○地域や学校、事業所等での健康教室の開催
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② 感染症に起因するがんの予防

【現状と課題】

○ ウイルスや細菌の感染は、発がんに大きく起因する因子となっています。

この対策として、肝炎ウイルス検査体制の整備、ウイルス性肝炎患者への医

療費助成、Ｂ型肝炎ワクチンの定期接種、ＨＴＬＶ－１の感染予防対策等を実

施しています。

○ 年齢調整死亡率の全国比較で見ると、本県は肝及び肝内胆管のがん、白血病

が高く、肝炎ウイルスやＨＴＬＶ－１に対する感染対策も重要です。

○ 国は、胃がんと関連するヘリコバクター・ピロリの除菌が胃がん発症の予防

に有効であるかどうかについて、国内外の知見を速やかに収集し、科学的根拠

に基づいた対策を検討するとしています。

○ 国は、子宮頸がんの発がんと関連するヒトパピローマウイルス（以下「ＨＰ

Ｖ」という。）のワクチン接種について、科学的知見を収集した上で総合的に

判断していくこととしています。

【施策の方向】

○ ウイルス性肝炎に関する普及啓発や保健所・医療機関における肝炎ウイルス

検査体制の一層の充実を通じて、ウイルス性肝炎患者の早期発見・早期治療を

促進するとともに、ウイルスの母子感染防止対策を推進することにより、肝が

ん等の発症予防に努めます。

○ ＨＴＬＶ－１については、妊婦健診におけるＨＴＬＶ－１抗体検査の実施、

保健指導・相談支援を通じて、ウイルスの母子感染防止に努めます。

○ 胃がんや子宮頸がんについては、ピロリ菌除菌やＨＰＶワクチン接種につい

て、国における動向を注視するとともにエビデンス、有効性を確認し、本県に

おける対策を検討します。
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【個別目標】

○ 引き続き、感染に起因するがんの普及啓発を実施することにより、早期発見

・早期治療につなげ、がんの発症予防に努めます。

（ア）評価指標の現状と目標値

評価指標 第２期計画策定時 現状 目標値

肝臓がん死亡率（粗死亡率） 31.4 29.6 28.5

（人口10万対） （H23 人口動態統計 大分県） （H28 人口動態統計 大分県）

子宮頸がん死亡率 4.8 4.7 4.4

（人口10万対） （H23 人口動態統計 大分県） （H28 人口動態統計 大分県）

成人T細胞性白血病死亡率 2.9 3.2 2.6

（人口10万対） （H23 人口動態統計 大分県） （H28 人口動態統計 大分県）

肝炎ウイルス検査受検者数 B型 5,298人 B型 6,127人 検診未受診者

C型 5,297人 C型 6,131人 全てに検査実

（H23 健康増進事業実績報告） （H27 地域保健・健康増進事業報告） 施

肝炎ウイルス検査の受検率 2.80％ 3.60％ 増加

（40歳節目検診の受診率） （H23 健康増進事業実績報告） （H27 地域保健・健康増進事業報告）

肝炎治療受給者証 1,791人 5,702件 必要な人

累積発行数 （H24 健康対策課調べ） （H29 健康づくり支援課調べ） 全部

妊婦に対するHTLV-１抗体検査の 18市町村 18市町村 18市町村

公費助成をしている市町村数 （H21健康対策課調べ） （H29 健康づくり支援課調べ）

子宮頸がん予防ワクチンの接種率 73.2％ － 国の動向を

（H24 健康対策課調べ） 注視し判断

（イ）各実施主体の取組内容

実施主体 取組内容

大分県 ○肝炎ウイルス検査受検勧奨と体制整備

○保健所および医療機関における肝炎ウイルス検査の公費負担

○肝炎ウイルス検査陽性者の肝炎医療の受診勧奨

○肝炎ウイルス感染者に係る医療費の公費助成

○県内の肝炎疾患診療体制の確保
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○肝炎患者等からの相談に対応する肝疾患相談センター設置

○肝炎コーディネーターの養成

○肝炎講演会の開催と開催支援

市町村 ○肝炎ウイルス検診の実施と受診勧奨

○保健所における肝炎ウイルス検査の受診勧奨

○肝炎ウイルス検診陽性者への専門医受診勧奨

○検診発見肝炎陽性者の精検受診者数(率）の把握

○妊婦健診におけるHTLV-１抗体検査費用の公費助成

○母子手帳交付時の情報提供

○HTLV-１陽性妊産婦に対する相談支援及び指導

○HPV感染と子宮頸がんについて啓発・講演会開催

○B型肝炎ワクチンの定期接種

○子宮頸がん予防ワクチン（HPVワクチン）接種に関する情報提供や接種勧奨* 

医療機関 ○肝炎ウイルス陽性者の管理指導

○HTLV-１陽性妊産婦への授乳指導

○HPV感染と子宮頸がんについて啓発（ポスター掲示・小冊子配布）

関係団体 《大分県医師会》

○肝炎ウイルス検査委託事業への協力

○肝炎患者治療費助成事業への協力

県民 ○ウイルス感染とがんの発生の関連について理解する

○自分の肝炎ウイルス感染の有無を確認する

○B型・C型肝炎ウイルス感染者は定期的に専門医の管理を受ける

* HPVワクチン接種の積極的接種勧奨が再開された場合



- 25 -

（２）がんの２次予防（がんの早期発見、がん検診受診率及び精度の向上）

【現状と課題】

① がん検診受診率向上について

○ がん検診は、老人保健法に基づく市町村の事業として開始されましたが、平成

１０（１９９８）年度に一般財源化され、平成２０（２００８）年度以降、健康

増進法に基づく事業（努力義務）として実施されています。

○ 平成２８（２０１６）年国民生活基礎調査によると、本県のがん検診受診率は、

胃がん41.6％、肺がん46.1％、大腸がん37.0％、乳がん41.3％、子宮がん40.6％

と第２期計画の目標値の50％に届いていません。

○ がん検診については、市町村が実施するもののほか職域や個人でがん検診を受

ける者もいるなど、県民全体のがん検診受診率を定期的に把握する仕組みがない

ことも課題となっています。

○ より多くのがん患者を早期に発見し、早期に治療を行うためには、有効性の確

認されたがん検診を実施するとともに、受診率を高める必要があります。

○ 平成２１（２００９）年度から企業と連携し、がん検診受診率の向上を図って

います。

② がん検診の精度管理について

○ 平成２１（２００９）年度からがん検診精度管理・事業評価を開始し、市町

村や検診機関からデータを収集し、分析、評価を行っています。

③ 職域におけるがん検診について

○ 職域におけるがん検診は、保険者や事業主が、福利厚生の一環とし

て任意に実施しているものであり、検査項目や対象年齢等実施方法は

様々です。

○ 対象者数、受診者数等のデータを定期的に把握する仕組みがないた
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め、正しい受診率算定や精度管理を行うことが困難な状況です。

【施策の方向】

○ 科学的根拠に基づくがん検診や精密検査の受診は、がんの早期発見・早期治

療につながります。がんによる死亡者をさらに減少させていくためには、がん

検診の受診率向上及び精度管理の充実が必要不可欠です。

① がん検診受診率向上について

○ がん検診について、市町村が行うもののほか、人間ドックや職域での検診に

ついても、実質的な受診率を把握できるような手法の検討を行うなど、正確な

受診率の把握に努めます。

○ 市町村や検診機関と共同で、がんの知識や検診の必要性の普及啓発、市町村

の検診を受けやすい環境づくり、受診を勧める地域リーダーの育成など、効果

的ながん検診が実施できる体制づくりを支援し、受診率の向上を図ります。

○ 県は、がん検診受診率向上に向けた効果的な受診勧奨・広報活動を、市町

村、検診機関、健康保険組合、職域等と一緒に取り組みます。

○ 県は、市町村のがん検診の実施状況を集約し、県のホームページ等で地域の

がん検診の実施情報を確認できるようにします。

② がん検診の精度管理について

○ 県は、市町村や検診機関が科学的根拠に基づくがん検診を実施するよう、精度

管理・事業評価のデータを集約・分析した上で、引き続き助言を行います。

○ 県は、県内のがん検診の精度管理の情報を県民に向けて分かりやすく公表し

ます。

○ 市町村や検診機関は、精度管理、事業評価に取組み、国の指針に沿った検診

を実施できるよう努めます。
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③ 職域におけるがん検診について

○ 国が今後策定する「職域におけるがん検診に関するガイドライン(仮称)」

を普及させ、各職域が適切にがん検診を実施することができるように努めます。

【個別目標】

○ がん検診の受診率について、効果的・効率的な受診間隔や重点的に受診勧奨す

べき対象者を考慮しながら、５０％以上とすることを目標とします。

また、精密検査受診率を９０％以上とすることを目標とします。

○ すべての市町村において、精度管理・事業評価が実施されるとともに、科学的

根拠に基づくがん検診が実施されることを目標とします。

（ア）評価指標の現状と目標値

評価指標 第２期計画策定時 現 状 目標値

市町村におけるがん検診

受診率

胃がん検診受診率 37.9% 41.6% 50%

肺がん検診受診率 38.7% 46.1% 50%

大腸がん検診受診率 34.1% 37.0% 50%

乳がん検診受診率 37.2% 41.3% 50%

子宮がん検診受診率 40.1% 40.6% 50%

（平成25年国民生活基礎調査） （平成28年国民生活基礎調査）

職域におけるがん検診受診者数

胃がん検診受診者数 99,011人 102,336人

肺がん検診受診者数 249,912人 286,164人 増加

大腸がん検診受者数 133,202人 199,978人

乳がん検診受診者数 39,516人 32,113人

子宮がん検診受診者数 35,973人 39,373人

（H21がん検診情報報告【がん検診実施 （H24がん検診情報報告【がん検診実施

体制強化事業】） 体制強化事業】）
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市町村検診における精密検査

受診率

胃がん精密検診受診率 65.22% 85.8%

肺がん精密検診受診率 65.22% 72.5% 90%

大腸がん精密検診受診率 78.59% 76.7% 90%

乳がん精密検診受診率 89.96% 89.6% 90%

子宮がん精密検診受診率 72.72% 71.6% 90%

（H21がん検診情報報告【がん検診実施 （H27 地域保健・健康増進事業報告） 90%

体制強化事業】）

「仕様書に明記すべき必要最低

限の精度管理項目」を用いて検 － 12市町村 18市町村

診機関と契約している市町村数 (H28年3月31日現在)

陽性反応的中度

胃がん陽性反応的中度 1.18% 1.2% 1.0％以上
＊1

肺がん陽性反応的中度 1.48% 1.9% 1.3％以上

大腸がん陽性反応的中度 2.45% 7.5% 1.9％以上

乳がん陽性反応的中度 2.95% 1.5% 2.5％以上

子宮がん陽性反応的中度 2.98% 7.1% 4.0％以上

（H21がん検診情報報告【がん検診実施 （H25がん検診情報報告）

体制強化事業】）

がん発見率

胃がん発見率 0.09% 0.09% 0.11％以上
＊1

肺がん発見率 0.05% 0.05% 0.03％以上

大腸がん発見率 0.20% 0.23% 0.13％以上

乳がん発見率 0.06% 0.04% 0.23％以上

子宮がん発見率 0.22% 0.32% 0.05％以上

（H21がん検診情報報告【がん検診実施 （H25がん検診情報報告）

体制強化事業】）

がん予防推進員の養成 187人 187人 300人

（H22 健康対策課調べ） （H29 健康づくり支援課調べ）

*1 H20「今後の我が国におけるがん検診のあり方について」で示された許容値
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（イ）各実施主体の取組内容

実施主体 取組内容

大分県 がん検診受診率向上

○広報誌、ホームページ等を活用したがん検診に関する情報提供

○地域課題を踏まえた効果的ながん検診受診率向上事業の実施

○国が示す効果的ながん検診受診勧奨方法の実施、市町村へ助言

○健康応援アプリを活用したがん検診情報の発信

○市町村がん検診と特定健診の同時実施の推進を指導

精度管理

○市町村におけるがん検診の精度管理状況の把握、助言

○がん検診実施機関の精度管理状況の把握、助言

○大分県がん検診精度管理担当者会議(市町村、がん検診機関)の開催、情報共有

職域がん検診

○今後策定される「職域におけるがん検診に関するガイドライン(仮称)」を

もとに、企業や関係機関へ働きかけ

○職域がん検診受診率

○がん検診受診率向上プロジェクト（企業連携）や健康経営事業所、健康寿命日本一

おうえん企業に向けたがん検診の受診啓発

市町村 がん検診受診率向上

○がん検診受診機会の増加

・特定検診との同時実施体制の充実

・夜間検診や休日検診の併用

・医療機関委託による個別検診の併用

○がん検診に関する情報の広報および住民へのがん検診受診勧奨

・広報誌特集ページ・ケーブルテレビ・市町村ホームページなど

○住民組織の育成によるがん検診受診勧奨の促進

・愛育班組織の活用・ヘルスサポーターの研修・住民ボランティアの育成と研修

○精密検査受診勧奨や助言

○がんの無料受診クーポン事業、受診勧奨（コール・リコール）事業の実施

精度管理
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○国の指針に基づくがん検診の実施

○国の精度管理状況調査の協力

職域がん検診

○今後策定される「職域におけるがん検診に関するガイドライン(仮称)」を

もとに、県と共に企業や関係機関へ働きかけ

検診機関 がん検診受診率向上

○がん検診を受診しやすい環境作り

・女性技師・女性医師の配置の工夫

・休日の検診体制の整備による受診機会の提供

精度管理

・国の指針に沿った検診体制づくり、検診方法を実施

医療機関 ○がん検診の情報提供と受診指導

○精密検診協力医療機関の精度向上のための各種研修参加

○精密検査実施体制の充実

職域 ○がん検診に関する情報提供

○従業員や被扶養者へのがん検診の受診勧奨

○事後指導における精密検査対象者への受診勧奨や助言・情報提供

関係団体 《大分県医師会》

○がん精密検診協力医療機関の整備

○精密検診受け入れ医療機関への研修実施

○がん検診事業の委託契約とりまとめ（相互乗り入れ）

《対がん協会大分支部》

○広報用媒体を用いてがん検診の啓発

○リレー・フォー・ライフ・ジャパン大分でがん検診啓発活動

《大分県看護協会》

○「一日まちの保健室」等におけるがん検診受診の相談指導および情報提供

県民 ○がん検診の必要性を理解し定期的に検診を受診する

○精密検査が必要となった場合には必ず受診する

○患者・患者会は、患者の立場から積極的にがん検診受診啓発を行う
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２ 患者本位のがん医療の実現

（１）がんの各治療法の充実とチーム医療の推進

【現状と課題】

○ がんに対する主な治療法としては、局所療法として行われる手術及び放射線療

法、全身療法として行われる薬物療法、免疫療法などがあります。

これまで、手術療法、放射線療法、薬物療法などを効果的に組み合わせた集学

的治療や緩和ケアの提供を中心として、がん患者の病態に応じた適切な治療の普

及に努めてきました。また、拠点病院を中心に、キャンサーボードの実施、がん

相談支援センターの設置、院内がん登録の実施等に取り組むことで、がん医療の

均てん化を進めてきました。

○ しかし、患者が、自分の症状や検査・治療内容、それに伴う副作用・合併症な

どについて適切な説明を受け、十分に理解した上で自身の判断で治療方針などに

対して拒否や合意を選択するインフォームド・コンセントが十分に行われていな

いなどの問題が指摘されています。

○ 国は、がん診療提供体制について、引き続き、均てん化が必要な取組に関して、

拠点病院を中心とした取組を進めるとしています。一方で、ゲノム医療、一部の

放射線療法、小児がん、希少がん、難治性がん等のがん種については、研究開発

の促進や診療の質の向上を図るため、一定の集約化のあり方について検討すると

しています。

○ 薬物療法が外来で実施されることが一般的となり、薬物療法を外来で受ける患

者が増加していることから、薬物療法に関する十分な説明や、支持療法をはじめ

とした副作用対策、新規薬剤への対応等が必要となってきています。

○ 免疫療法については、科学的根拠を有する免疫療法の研究開発が進み、有力な

治療選択肢の１つとなっていますが、これまでの薬物療法とは異なった副作用等

が報告されており、その管理には、専門的な知識が求められています。

また、免疫療法には十分な科学的根拠を有しない治療法があり、一般の方には、
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区別が困難な場合があることから、国は、免疫療法に関する適切な情報提供のあ

り方を関係団体と連携して検討することとしています。

○ がんゲノム医療について、近年、個人のゲノム情報に基づき、個人ごとの違い

を考慮したゲノム医療への期待が高まっています。現在、がんゲノム医療の実用

化を推進するための研究も進められています。国は、拠点病院等を活用すること

により、ゲノム医療を必要とするがん患者が、全国どこにいても、がんゲノム医

療を受けられる体制を段階的に構築していくこととしています。また、ゲノム情

報の取扱いについて、患者やその家族が安心できる環境を整備していくことも求

められていることから患者や家族の理解を促し、心情面でのサポートや治療法選

択の意思決定支援を可能とする体制の整備も進めることとしています。

○ 近年、医療の高度化や複雑化とニーズの多様化に伴い、放射線療法や薬物療法

の専門医の不足とともに、外科医の不足が指摘されています。また、治療による

身体的、精神心理的負担を抱える患者とその家族に対して、質の高い医療を提供

し、きめ細やかに支援するために、発症から診断、入院治療、外来通院等のそれ

ぞれのフェーズにおいて、個々の患者の状況に応じたチーム医療を提供すること

が求められるようになっています。

○ がん患者のリハビリテーションにおいては、機能回復や機能維持のみならず、

社会復帰という観点も踏まえ、外来や地域の医療機関において、リハビリテーシ

ョンが必要との指摘があります。

○ 病理診断については、拠点病院では、病理診断医を配置することにより術中迅

速病理診断が可能な体制整備を行ってきました。

キャンサーボード

がん診療に携わる医師や医療スタッフ等が参集し、がん患者の病状及び

治療方針等を共有・意見交換・検討するためのカンファレンスのことです。
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インフォームド・コンセント

患者が医療行為を受ける前に、医師及び看護師等から十分な説明を受け、

内容を理解し、納得したうえでその医療行為に同意することです。

がん診療連携拠点病院

全国どこでも質の高いがん医療を受けることができるよう、都道府県による

推薦により、概ね二次医療圏に１か所を目安として厚生労働大臣が指定する

医療機関です。

がんに関する診療体制、研修体制、情報提供体制などの指定要件があります。

がん診療連携協力病院

がん診療拠点病院と同程度の診療機能や診療体制が整っている病院として、

大分県が指定する医療機関です。

平成29年4月1日現在　

  
・・・がん診療拠点病院

・・・がん診療連携協力病院

　　　　 ●

姫島村

国東市
豊後高田市

宇佐市

玖珠町

大分市

別府市

日田市

中津市

九重町
由布市

豊後大野市

津久見市

佐伯市

竹田市

臼杵市

日出町

杵築市

○

●

○

●

●●

●

●

が ん 診 療 連 携 拠 点 病 院等 配 置 図

中津市民病院

●

独立行政法人国立病院機構

大分医療センター

西部医療圏

北部医療圏
東部医療圏

中部医療圏

南部医療圏

豊肥医療圏

独立行政法人国立病院機構

別府医療センター

大分市医師会立アルメイダ病院

大分県済生会

日田病院

大分県立病院

大分赤十字病院

国立大学法人大分大学医学部付属病院

●

大分県厚生連鶴見病院
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【施策の方向】

○ 引き続き、拠点病院等を中心とするがん医療均てん化に取り組みます。

○ がん診療連携拠点病院を中心に、医師による十分な説明と患者やその家族の理

解の下、インフォームド・コンセントが行われる体制を整備し、患者の治療法等

を選択する権利や受療の自由意思を最大限に尊重するがん医療を目指します。

○ 免疫療法について、医療機関は、安全で適切な治療・副作用対策を行うことが

できるよう、関係団体が策定する指針等に基づいた適切な免疫療法を実施します。

また、県は国の検討を踏まえ、様々な機会を通じて正確な情報の周知啓発に努め

ます。

○ ゲノム医療に取り組む病院おいて、国のがんゲノム提供体制の構築等を踏まえ

てがんゲノム医療を提供する体制の整備に努めます。

○ チーム医療については、キャンサーボードへの多職種の参加に努める等、病院

内の医療従事者の連携を強化します。

○ 拠点病院等は、外来薬物療法をより安全に提供するために、院内の医療従事者

に対して適切な薬剤の服薬管理や副作用対策等の外来薬物療法に関する情報共有

に努めます。

○ 拠点病院のがんのリハビリテーションのあり方について、国の施策を注視しな

がら検討していきます。

○ 術中迅速病理診断など手術療法の方針を決定する上で重要な病理診断を確実に

実施できる体制を整備します。

【個別目標】

○ がん患者が入院しているときや、外来通院しながら在宅で療養生活をおくって

いるときなどそれぞれ状況において必要なサポートを受けられるようなチーム医
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療の体制を整備します。

○ 国における拠点病院の要件の見直しを踏まえ、がん医療の高度化や新たな治療

法への対応を行い、拠点病院の機能の充実を図ります。

（ア）評価指標の現状と目標値

評価指標 第２期計画策定時 現状 目標値

がん診療拠点病院の整備 平成２４年度末 ７病院 平成２８年度末 ６病院 各圏域に

（がん診療連携協力病院１病院） （がん診療連携協力病院３病院） 最低一つ

（地域が

東部医療圏 １ 東部医療圏 １（１） ん診療病

中部医療圏 ４（１） 中部医療圏 ３（２） 院を含む）

南部医療圏 ０ 南部医療圏 ０

豊肥医療圏 ０ 豊肥医療圏 ０

西部医療圏 １ 西部医療圏 １

北部医療圏 １ 北部医療圏 １

放射線治療ができる １２施設（５／６医療圏） １６施設（５／６医療圏） 各圏域に

医療機関数 （H25 おおいた医療情報ネット） （H29 おおいた医療情報ほっとネット） 最低一つ

専門の医療従事者による １４施設（５／６医療圏） １９施設（５／６医療圏） 各圏域に

外来化学療法が受けられ（外来化学療法Ⅰ算定医療機関数） （外来化学療法Ⅰ算定医療機関数） 最低一つ

る医療機関数

放射線療法に精通した 放射線治療専門医 放射線治療専門医 すべての

医師数 拠点病院 － 拠点病院 ２名（２／６病院） 拠点病院

その他病院 － その他病院 ３名 に設置

（H28がん診療連携拠点病院現況報告）

放射線療法に精通した がん放射線療法看護 がん放射線療法看護 すべての

看護師数 認定看護師 認定看護師 拠点病院

拠点病院 １名 拠点病院 ２名 に設置

その他病院 １名 その他病院 ２名

（H24がん診療連携拠点病院現況報告） （H28がん診療連携拠点病院現況報告）
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放射線療法に精通した 放射線治療専門放射線技師 放射線治療専門放射線技師 すべての

技師数 拠点病院 ９名（４／７病院） 拠点病院 １２名（５／６病院） 拠点病院

その他の病院 － その他の病院 ７名 に設置

（H24がん診療連携拠点病院現況報告） （H28がん診療連携拠点病院現況報告）

薬物療法に精通した がん薬物療法専門医 がん薬物療法専門医 すべての

医師数 拠点病院 ５名（１／７病院） 拠点病院 ４名（２／６病院） 拠点病院

その他病院 ２名 その他病院 ５名 に設置

（H24がん診療連携拠点病院現況報告） （H28がん診療連携拠点病院現況報告）

薬物療法に精通した がん化学療法看護認定看護師 がん化学療法看護認定看護師 すべての

看護師数 拠点病院 ８名（７／７病院） 拠点病院 ９名（６／６病院） 拠点病院

その他病院 ９名 その他病院 ９名 に設置

（H24がん診療連携拠点病院現況報告） （H29 看護協会HP）

薬物療法に精通した がん薬物療法認定薬剤師 がん薬物療法認定薬剤師 すべての

薬剤師数 拠点病院 ７名（６／７病院） 拠点病院 ７名（５／６病院） 拠点病院

その他病院 １名 その他病院 － に設置

（H24がん診療連携拠点病院現況報告） （H28がん診療連携拠点病院現況報告）

がん看護専門看護師数 がん看護専門看護師 がん看護専門看護師 すべての

拠点病院 ２名（１／７病院） 拠点病院 ７名（４／６病院） 拠点病院

その他病院 ３名 その他病院 １名 に設置

（H24がん診療連携拠点病院現況報告） （H29 看護協会HP）

多職種が参加するがん関 拠点病院 拠点病院

連のカンファレンスを行 看護師 ７／７病院 看護師 ６／６病院

う医療機関数 薬剤師 ３／７病院 薬剤師 ４／６病院 多職種の

（キャンサーボードへの ソーシャルワーカー ２／７病院 ソーシャルワーカー ２／６病院 参加

医師以外の職種の参加） リハスタッフ １／７病院 リハスタッフ ２／６病院

栄養士 ０／７病院 栄養士 １／６病院

（H24がん診療連携拠点病院現況報告） （H28がん診療連携拠点病院現況報告）

セカンドオピニオン外来 拠点病院 拠点病院 すべての

を設置している医療機関 ７／７病院 ６／６病院 拠点病院

数 に設置
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（イ）各実施主体の取組内容

実施主体 取組内容

大分県 ○大分県がん診療連携協議会の支援と５専門部会開催の支援

○拠点病院の整備に関する支援

○インフォームドコンセントやセカンドオピニオン等の患者の権利についての周知、

啓発

○国立がん研究センターなどが主催する研修会の周知と情報提供

がん診療 ○大分県がん診療連携協議会の開催

連携拠点 ○大分県がん診療連携専門部会における連絡調整と情報交換

病院等 ○がん医療専門職の養成

○治療方針の合意形成の場となるキャンサーボードの開催

○多職種が参加するがん医療に関するカンファレンスの開催

○同一科の複数の医師による診療チェック体制の整備

○がん患者の口腔ケアの重要性に関する普及啓発

○インフォームドコンセントの充実

○セカンドオピニオン外来の充実

○医療従事者を対象とした各種研修会の開催

・臓器別がん治療について、放射線治療について、薬物療法について

・チーム医療について

○全ての医療機関に対して研修受講への指導・助言

○一般住民に向けた情報提供及び啓発

公開講座、研修会等の開催

関係団体 《大分県看護協会》

○がん関連の認定看護師・専門看護師の養成

○訪問看護師の養成

《大分県医師会》

○研修会開催日程等の広報による医師への受講勧奨

○一般住民向けの公開講座、研修会等の開催

《大分県歯科医師会》

○「大分県がん患者医科歯科連携事業」の推進
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・がん治療合併症の予防・軽減

○がん患者の口腔ケアの重要性に関する普及啓発

《大分県薬剤師会》

○薬物療法に精通した薬剤師の育成

《大分県放射線技師会》

○放射線治療に携わる技師の育成

県民 ○がん医療の現状について知識を深める

○がんの治療法について正しい知識を持つ

○インフォームドコンセントやセカンドオピニオン等の患者の権利について理解する
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（２）それぞれのがんの特性や世代に応じた対策

① 希少がん・難治性がんについて

【現状と課題】

○ 希少がんは、個々のがん種として症例数が少ないものを指し、診療の集約化、

情報提供や相談体制等が課題となっています。

○ 早期発見が困難であり、治療抵抗性が高く、転移・再発しやすい等の性質を

持つ難治性がんは、有効な診断・治療法が開発されていないことが課題となっ

ています。

【施策の方向】

○ 国は、希少がん・難治性がんについて対応できる医療機関と拠点病院等が連

携し、適切な医療を提供できるよう対策を講じます。

② 小児がん・ＡＹＡ世代のがんについて

【現状と課題】

○ 「がん」は小児の病死原因の第１位です。小児がんは、成人のがんと異なり

生活習慣と関係なく、乳幼児期から思春期、若年成人まで幅広い年齢に発症し、

また希少で多種多様ながん種からなります。

○ 平成２９（２０１７）年９月現在、大分県の小児慢性特定疾病医療受給者中、

小児がん患者は１１９名です。

○ 小児がんの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、内分泌障害、臓器障害、性腺障害、高次脳機能障害、二

次がんなどの問題があります。

○ ＡＹＡ世代は、「adolescent and young adult：AYA」の略で、思春期から若

年成人期にがんを発症した世代を指します。ＡＹＡ世代に発症するがんについて

は、その診療体制が定まっておらず、小児と成人領域の狭間で適切な治療が受け
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られない恐れがあります。

【施策の方向】

○ 今後も、全国１５か所（平成２９（２０１７）年１月現在）に整備された小

児がん拠点病院と連携を取りながら小児がんの医療体制を整備していきます。

○ 国は、均てん化が可能ながん種等について、小児がん拠点病院以外の地域の

連携病院においても、診療が可能な体制を構築すること、及び必要に応じ在宅

医療を実施できるような診療連携体制を構築することについて検討を行いま

す。県は、国の動向を把握し、適切な医療が受けられる環境を整備するよう努

めます。

○ 国は、ＡＹＡ世代の多様なニーズに応じた情報提供や、相談・就労支援体制

を整備できる医療機関等の一定の集約化に関する検討を行い、県は国の動向を

注視し、体制整備等に努めます。

【個別目標】

○ 小児がん患者やその家族のニーズを把握し、小児がん拠点病院と連携を取り

ながら、小児がん患者の治療・療養を支援します。

（ア）各実施主体の取組み内容

実施主体 取組み内容

大分県 ○医療機関や福祉制度に関する情報提供

○小児がん患者やその家族のニーズの把握

医療機関 ○小児がん拠点病院との連携による医療体制の整備

○小児科と成人診療科との連携強化、積極的な移行

③ 高齢者のがんについて

○ 高齢者のがん治療について、明確な判断基準は示されておらず、高齢のがん

患者に提供すべき医療のあり方について検討が求められています。
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【施策の方向】

○ 国の策定する高齢者のがんに関するガイドラインを踏まえて、適切な医療が

行われるよう努めます。
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（３）がん登録

【現状と課題】

○ がん登録には、各医療機関内のがんに関するデータを把握する「院内がん登

録」と、こうした院内がん登録のデータを基に各都道府県内のがんの罹患、転

帰その他の状況を把握する「全国がん登録」があります。

○ 全国がん登録は、平成２８（２０１６）年１月から開始され、病院等で診断

されたがんの種類や進行度等の情報が、病院等から都道府県を通じて国立がん

研究センターへ提出され、一元的に管理されることとなりました。

○ がん登録によって得られた情報の利活用により、正確な情報に基づくがん対

策の実施及び各地域の実情に応じた施策の実施、がんのリスクやがん予防等に

ついての研究の進展並びに患者やその家族等に対する適切な情報提供が期待さ

れます。

○ がん登録によって得られる情報を、患者にとってより理解しやすい形に加工

して、情報提供を行うことが求められています。

○ がん登録の一層の推進を図るためには、がん登録の意義、内容及び個人情報

の保護について、がん患者を含めた県民の理解が必要です。

【施策の方向】

○ 県は、がん登録等の推進に関する法律に基づき、適切にがん登録を実施する

とともに、届出が義務づけられた病院以外の診療所に対しても、がん登録の意

義と内容について周知し、協力診療所の増加を図ることで、がん登録の精度の

維持・向上を図ります。

○ がん登録によって得られる情報については、がん予防やがん医療のための資

料として活用するとともに、個人情報に配慮しながら、県民へのわかりやすい

情報提供に努めます。
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【個別目標】

○ がん登録の精度の維持・向上を目標とします。

（ア）評価指標の現状と目標値

評価指標 第２期計画策定時 現状 目標値

拠点病院等における院内がん登 100% 100%

録実施施設数 （８／８病院） （９／９病院） 100％

（H25 健康対策課調べ） （H29 健康づくり支援課調べ）

院内がん登録実務担当者の研修 39名 － 増加

修了者数 （H25 健康対策課調べ）

全国がん登録への参加診療所数 － 71医療機関 増加

（H29 健康づくり支援課調べ）

地域がん登録の精度管理

DCN 27.0％ 12.5% 20％未満

DCO 14.6％ 7.1% 10％未満

M/I比 0.41 0.45 0.4程度

（2011年地域がん登録報告書） (2013年地域がん登録)

DCN：死亡情報で初めて把握された症例 DCO：死亡情報のみの症例 M/I比：死亡／罹患比

（イ）各実施主体の取組内容

実施主体 取組内容

大分県 ○全国がん登録の周知と普及

○診療所に対する全国がん登録への協力要請

○院内がん登録の精度向上への支援

○がん登録専門部会への支援

○全国がん登録の精度向上のための実施体制の整備

○医療機関や各種団体への協力依頼

市町村 ○院内がん登録の生存確認調査への協力

○全国がん登録への協力・支援

医療機関 ○拠点病院における院内がん登録研修会の開催（年2回程度）

○院内がん登録の精度向上のためのがん登録専門部会での検討・調整

○院内がん登録担当者の情報交換会の開催（年3回）
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○医療機関における院内がん登録の導入の推進

○全国がん登録への協力

県民 ○がん登録の意義について正しく理解する。
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３ 尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

（１）がんと診断されたときからの緩和ケアの推進

【現状と課題】

○ 世界保健機関（ＷＨＯ）によると、緩和ケアとは「生命を脅かす疾患による問

題に直面している患者とその家族に対して、痛みやその他の身体的問題、心理社

会的問題、スピリチュアルな問題を早期に発見し、的確なアセスメントと対処を

行うことによって、 苦しみを予防し、和らげることで、クオリティー・オブ・

ライフ（QOL：生活の質）を改善するアプローチである。」とされています。緩

和ケアは精神心理的、社会的苦痛を含めた全人的な対応が必要であり、その対象

者は、患者のみならず、その家族や遺族も含まれます。

○ がんと診断された時から、身体的苦痛だけでなく、不安や抑うつなどの精神心

理的苦痛、就業や経済負担などの社会的苦痛など、患者とその家族が抱える様々

な苦痛に対して、がん診療の中で迅速かつ適切な緩和ケアが必要とされています。

○ がん患者及びその家族に、医療用麻薬への誤解、緩和ケアが終末期を対象と

したものとする誤った認識があるなど、依然として緩和ケアの理解や周知が進

んでいません。また、がんの診療に携わる全ての医療従事者に対して、医療用

麻薬の使用や早期からの緩和ケアについて理解を深めることが必要です。

【施策の方向】

○ 拠点病院等を中心に個人・集団カウンセリングなど、患者とその家族や遺族な

どがいつでも適切に緩和ケアに関する相談や支援を受けられる体制を強化しま

す。

○ 在宅療養中の患者に、適切な疼痛緩和ケアを受けることができるよう、専

門的な緩和ケアを提供できる外来を拠点病院に設置します。

○ 拠点病院等と地域の医療機関が連携し、横断的に対応できる体制をつくりま

す。



- 46 -

○ がん性疼痛管理や医療用麻薬に詳しい専門職等の育成や確保を図るため、緩

和ケアの関係者（医師、看護師、薬剤師及び介護関係者等）に対して、それぞ

れの業務内容に応じた専門的な研修を実施します。

○ がん患者及びその家族に対して、緩和ケアについての普及啓発を行います。

【個別目標】

（ア）評価指標の現状と目標値

評価項目 第２期計画策定時 現状 目標

緩和ケア研修修了医師数 681人 1,098人 増加

（H25 健康対策課調べ） （H29 健康づくり支援課調べ）

緩和ケア指導研修修了医 29人 32名 増加

師数 （H25 健康対策課調べ） （H29 健康づくり支援課調べ）

緩和ケアに精通した看護 がん看護専門看護師 がん看護専門看護師 拠点病院に2

師数 5名 9名 名以上ずつ

緩和ケア認定看護師 緩和ケア認定看護師

17名 24名

がん性疼痛看護認定看護師 がん性疼痛看護認定看護師

4名 6名

（H25 日本看護協会HP） （H29 日本看護協会HP）

医療用麻薬の消費量 37.7g 37.3g 40g

（モルヒネ換算g/千人） （H23 厚生労働省資料） （H27 厚生労働省資料）

緩和ケア外来 すべての拠点

－ ６／６病院 病院に設置

（H29健康づくり支援課調べ）

拠点病院と地域の医療機 0回／年 拠点病院で

関の連携のための協議会 － (Ｈ２８拠点病院実績報告) 年1回ずつ

緩和ケア病棟がある病院 大分ゆふみ病院 24床 大分ゆふみ病院 24床 全ての医療

アルメイダ病院 21床 アルメイダ病院 21床 圏に整備

佐伯中央病院 14床 佐伯中央病院 17床
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厚生連鶴見病院 7床 厚生連鶴見病院 14床

天心堂へつぎ病院 14床 天心堂へつぎ病院 14床

済生会日田病院 14床

中津胃腸病院 14床

JCHO湯布院病院 12床

５／６医療圏

計 80床 計 130床

（H25 健康対策課調べ） （H29 健康づくり支援課調べ）

（イ）各実施主体の取組内容

実施主体 取組内容

大分県 ○医療用麻薬の使用量の把握

○県HPや講演会等を通じた緩和ケアや在宅医療についての知識の普及

○緩和ケア研修会の開催サポート、事務処理支援

○国立がん研究センターなどが主催する研修会の周知と情報提供

医療機関 《拠点病院、協力病院》

○緩和ケアセンターの設置

○緩和ケアチームに対する専従医師、専従看護師の配置

○精神症状の緩和に携わる常勤医師の配置

○緊急緩和ケア病床の確保

○緩和ケア研修会の開催

○地域の病院及び診療所との連携による、地域における緩和ケア体制の整備

関係団体 《大分県看護協会》

○緩和ケアに精通した看護師の育成

《大分県医師会》

○研修会開催日程等の広報による医師への受講勧奨

○一般住民向けの公開講座、研修会等の開催

《大分県薬剤師会》

○薬物療法に精通した薬剤師の育成

県民 ○患者と家族は、緩和ケアに関する知識を深める
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（２）情報提供・相談支援

【現状と課題】

○ これまでに全ての拠点病院等に相談支援センターが設置され、患者とその家

族のがんに対する不安や悩みに対応してきました。しかし、がん相談支援を必

要とするがん患者が、がん相談支援センターを十分利用するに至っていない状

況があります。そのため、拠点病院等では引き続き、相談支援センターの院内

・院外への周知活動、相談支援センター間の情報共有や協力体制の構築に努め

る必要があります。

○ 相談内容が多様化しており、人材の適切な配置や相談に携わる者に対する更

なる研修の必要性が指摘されています。

【施策の方向】

○ 拠点病院等は、相談支援センターの人員確保、院内・院外の広報、相談支援セ

ンター間の情報共有や協力体制の構築、相談者からフィードバックを得るなどの

取組を実施するよう努め、県はこうした取組を支援します。

○ がん患者やその家族等が集い、心の悩みや体験等を率直に語り合うことで、不

安や孤立感の解消につながることから、拠点病院等によるがん患者サロンの開設

を支援し、がん患者等によるピア・サポートを充実します。

○ 拠点病院等は、相談支援センターと院内診療科との連携を図り、医療や精神心

理的な相談に加えて、多様な相談に応じられる体制を整備します。

【個別目標】

○ 患者とその家族の悩みや不安を汲み上げ、がんの治療や副作用・合併症に

関する情報も含めて必要とする最新の情報を正しく提供し、きめ細やかに対応

することで、患者とその家族にとって、より活用しやすい相談支援体制を早期

に実現することを目標とします。
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（ア）評価指標の現状と目標値

評価指標 第２期計画策定時 現状 目標値

拠点病院における相談支援 ７／７病院 ６／６病院 100%

センター設置数 （H25 健康対策課調べ） （H28 健康づくり支援課調べ）

拠点病院の相談支援員の 23名 拠点病院：19名 各施設１名以上

研修修了者数 協力病院：5名 （専従）

（H24 健康対策課調べ） （H28 がん診療連携拠点病院現況報告)

相談支援センターへの 延べ5,034件 延べ6,385件 増加

相談件数 （H24 健康対策課調べ） （H29 健康づくり支援課調べ）

病院等における患者サロン 12か所 15か所 増加

の数 （H25 健康対策課調べ） （H28 健康づくり支援課調べ）



- 50 -

（イ）各実施主体の取組内容

実施主体 取組内容

大分県 ○相談支援センターにおける情報提供体制の充実支援

○患者団体の支援やがんサロン開催の支援

○県ホームページにがん情報を掲載、拠点病院等とリンク

市町村 ○管轄内の相談支援センターに関する情報の住民への提供

○広報誌やホームページ等による相談支援の広報

○地域の医療機関と連携した相談支援体制の整備

拠点病院 ○相談支援センターの情報提供体制の充実

・がん関連書籍等の閲覧、貸し出し、配布

・病院ホームページ・病院広報誌による治療情報等の提供

・患者同士の交流の場の確保

患者サロンの開催、患者会の支援、患者会相互の交流支援

○相談支援センターの人員確保

○相談支援員の資質の向上

研修会参加・情報交換会

○拠点病院以外の医療機関においても相談支援センターの活動を周知

○広報誌やホームページによる相談窓口の広報

・院内掲示、病院案内、入院時オリエンテーション、地方紙への掲載

県民 ○相談支援センターの活動を理解し、活用する

○がんに関する情報を積極的に収集し、活用する

○患者・患者会は、経験者として、患者サロンなどの場で適切な助言を行う
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（３）社会連携に基づくがん患者支援

【現状と課題】

○ 平成２８（２０１６）年の大分県の総死亡者のうち自宅で死亡しているのは

7.9％です。一方、がんで死亡した人のうち、自宅での死亡は7.1％です。この

５年間で、全死亡での自宅死亡割合は減少していますが、がん死亡による自宅

死亡割合はやや増加しています。

表５ 死亡時の場所 （大分県、単位：％）

区 分 総 数 病 院 診療所 老健施設 老人ﾎｰﾑ 自 宅 その他

全死亡 100 71.1 5.6 4.7 9.3 7.9 1.4

が ん に よ る 死 亡 100 82.3 4.8 1.6 3.9 7.1 0.3

出典：厚生労働省「平成２８（２０１６）年人口動態統計」

○ 長期にわたる療養生活を住み慣れた自宅や地域で過ごしたいという選択がで

きるよう、地域においてがん患者の在宅医療の充実を図るために、がん患者の

在宅医療連携促進事業を実施しており、医師、看護師、薬剤師、医療ソーシャ

ルワーカー、リハビリテーション専門職（理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士）等がチームで対応できるよう、関係機関の連携体制の整備に取り組んでい

ます。

○ がん診療連携協議会において、平成２３（２０１１）年度から全県共通様式

による５大がんの地域連携クリティカルパスを作成し、運用を開始しました。

○ 拠点病院等と地域の医療機関とが連携して取り組む相談支援、緩和ケア、セ

カンドオピニオン等は、地域間で格差があると言われています。

セカンドオピニオン

患者がより納得のいく治療方法を選択するため、診断や治療方法について、

主治医とは別の第三者的な立場の医師に意見を聞くことが出来るしくみです。
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地域連携クリティカルパス

地域内で各医療機関が共有する、各患者に対する治療開始から終了までの全

体的な治療計画（急性期病院から回復期病院を経て自宅に帰り、かかりつけ医

にかかるような診療計画で、医療連携体制に基づく地域完結型医療を具体的に

実現するもの）をいいます。診療にあたる複数の医療機関が、役割分担を含め

あらかじめ診療内容を患者に提示・説明することにより、患者が安心して医療

を受けることができます。

【施策の方向】

○ がん患者が住み慣れた家庭や地域での療養や生活を選択できるよう、地域の

実情に応じた在宅医療の支援体制の整備を図ります。

○ 地域連携クリティカルパスの活用や在宅医療チームの活用により、在宅医療

が実施できる体制を整備します。

○ 患者とその家族の意向に応じて、専門的な知識を有する第三者の立場にある

医師に意見を求めることができるセカンドオピニオンをいつでも適切に受けら

れるよう、患者やその家族への普及啓発を推進します。

○ がん患者の更なる生活の質の向上を目指し、医科歯科連携による在宅患者の口

腔ケアを推進します。

○ 在宅医療においては、訪問看護の果たすべき役割が大きいことから、訪問看

護に従事する看護師の確保・育成や専門性を十分に発揮できるよう全ての医療

圏で体制を整備します。

○ 在宅で療養するがん患者の疼痛緩和及び看取りまでを含めた終末期ケアを、

２４時間安定的に提供するために訪問看護事業所の地域偏在の解消や従事者の

育成を行い、２４時間連絡体制の整備等を一層推進します。

○ 拠点病院等は、医療と介護との連携を図りつつ、地域における緩和ケアの状
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況を把握し、地域における緩和ケアの提供体制について検討する場を設けるな

ど、地域における他の医療機関との連携を図ります。県は、その取組が実効性

のあるものになるよう支援します。

【個別目標】

○ がん患者とその家族の意向を踏まえ、住み慣れた家庭や地域での療養を選択で

きる患者数を増加させます。

（ア）評価指標の現状と目標値

評価指標 第２期計画策定時 現状 目標値

訪問診療を受けた患者数 － 86,586人 利用患者数

（がん患者以外を含む） 人口10万対 全体を増加

東部 9,208人 するととも

中部 7,673人 に、人口10

南部 6,310人 万対で、医

豊肥 10,610人 療圏別に最

西部 4,086人 も多い医療

北部 5,247人 圏と最も少

ない医療圏

（平成26年度ＮＤＢ及び大分県推計人口 の格差を縮

年報（平成26年10月1日現在）） 小する。

自宅で死亡する者の割合 全死亡 8.6％ 全死亡 7.9％ 全国平均

（全国：12.8％） （全国：13.0％） 以上

がん死亡 7.0％ がん死亡 7.1％

（全国： 8.9％） （全国：11.0％）

（H24「人口動態統計」大分県） （H28「人口動態統計」）

各医療圏の在宅療養支援 大分県合計196か所 大分県合計213か所

診療所・病院数 東部医療圏 43 東部医療圏 40

中部医療圏 114 中部医療圏 122 増加

南部医療圏 5 南部医療圏 8

豊肥医療圏 16 豊肥医療圏 19
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西部医療圏 4 西部医療圏 10

北部医療圏 14 北部医療圏 14

（H25 健康対策課調べ） （H29 健康づくり支援課調べ）

ターミナルケア対応可能 84施設 89施設 増加

訪問看護ステーション数 （H25 日本看護協会HP） （H29 日本看護協会HP）

各医療圏の訪問看護事業 大分県合計 149か所 大分県合計 114か所 増加

所の数 東部医療圏 41 東部医療圏 28

中部医療圏 67 中部医療圏 57

南部医療圏 7 南部医療圏 7

豊肥医療圏 7 豊肥医療圏 5

西部医療圏 6 西部医療圏 3

北部医療圏 21 北部医療圏 14

（H25 健康対策課調べ） （H29 健康づくり支援課調べ）

（イ）各実施主体の取組内容

実施主体 取組内容

大分県 ○地域の実情に応じた在宅医療の支援体制の整備

○県HPや講演会等を通じた在宅医療についての知識の普及

○インフォームドコンセントやセカンドオピニオン等の患者の権利についての周知、

啓発

○国立がん研究センターなどが主催する研修会の周知と情報提供

医療機関 ○５大がんの地域連携クリティカルパス（がん連携ノート）の活用、普及

《がん診療拠点連携病院等》

○地域の医療機関等と連携して、在宅医療支援体制を推進する

《在宅支援診療所》

○地域の病院及び診療所との連携による在宅療養支援体制の推進

関係団体 《大分県看護協会》

○訪問看護師の育成

○ターミナルケア対応可能訪問看護ステーションへの積極的支援

《大分県医師会》

○地域の病院及び診療所との連携による、在宅療養支援体制の推進



- 55 -

○一般住民向けの公開講座、研修会等の開催

《大分県歯科医師会》

○がん患者における在宅患者の口腔ケア等医科歯科連携の推進

《大分県医療ソーシャルワーカー協会》

○在宅療養支援のコーディネート

○多様なニーズに対応できる医療ソーシャルワーカーの育成

《大分県リハビリテーション専門職団体協議会》

○がん患者を含む在宅者に対する訪問リハビリテーションに携わる人材育成研修

○自治体や地域住民の取組みに対するリハビリテーション専門職の派遣・推薦

県民 ○患者と家族は、在宅療養や在宅ケアについて正しく理解する

○治療中の患者はクリティカルパスを積極的に活用する

○インフォームドコンセントやセカンドオピニオン等の患者の権利について理解する
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（４）就労に関する支援

【現状と課題】

○ 厚生労働省研究班によると、がんに罹患した勤労者の40％以上が診断がなさ

れてから最初の治療が開始されるまでに退職し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・経験者さえも、復職、継続就労、新規就労

することが困難な場合があると想定されています。

○ 拠点病院等の相談支援センターでも、就労、経済面、家族のサポートに関す

ることなど、医療のみならず社会的な問題に関する相談も多くなっています。

○ 企業においては、通院や治療に伴う副作用等、がん患者の実情に応じた働き

方ができるよう柔軟な勤務制度や休暇制度などの治療と仕事の両立を可能にす

る社内制度の整備や、職場の理解や協力が求められています。

○ がんの治療成績の向上により、がん経験者は増加しており、がん患者・経験

者へのＱＯＬ向上に向けた取組が求められています。しかし、がん治療に伴う

外見の変化、診療早期における生殖機能の温存、後遺症及び性生活に関する相

談支援並びに情報提供の体制が構築されていないこと等が指摘されているもの

の、十分な検討がなされていない状況にあります。

【施策の方向】

○ 働くことが可能かつ働く意欲のあるがん患者が働けるよう、医療従事者、事

業者等との情報共有や連携の下、プライバシー保護にも配慮しつつ、治療と職

業生活の両立を支援するための体制整備を進めます。

○ 拠点病院等の相談支援センターにおいては、これまでも就労に関する相談に

応じてきたところですが、がん患者の個々の事情に応じた就労支援のよりいっ

そうの体制整備を図り、利用への広報に努めます。

○ がん患者・経験者に対する就労支援を推進するため、地域における就労支援

関係者で構成するチームを設置し、連携した取組を図ります。
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○ 事業者においては、がんに関する知識、がん患者やがん治療に必要な配慮等

への理解を深め、がん患者等がそれぞれの状態に応じて勤務できる労働環境の

構築に努めます。

○ 県民は、がんに罹患しても就労が可能であることを正しく理解します。

（ア）各実施主体の取組内容

実施主体 取組内容

大分県 ○地域の実情に応じたがん患者の就労の支援体制の整備

○県HPや講演会等を通じたがんと就労の両立についての知識の普及

○「治療と仕事の両立支援チーム」への参加

○各種関係機関と連携して、就労支援を実施する。

医療機関 《がん診療拠点病院》

○就労と療養の両立への取り組み

・相談窓口の設置、社会保険労務士、産業カウンセラーの設置

・就労支援機関（ハローワーク等）との連携による就労支援

関係団体 《労働局》

○治療と仕事の両立についての知識の普及、啓発を行う

○両立支援コーディネーターの育成を推進する

○治療と仕事の両立支援制度を導入する事業主に助成金を支給する

《事業主》

○がんに関する知識、がん患者やがん治療に必要な配慮等への理解を深め、がん患

者等がそれぞれの状態に応じて勤務できる労働環境の構築に努める

県民 ○がんに罹患しても就労が可能であることを正しく理解する。
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（５）ライフステージに応じたがん対策

① 小児・ＡＹＡ世代について

【現状と課題】

○ 小児期のがんは、成長発達期の治療にあたり、長期にわたって日常生活や就学

・就労に支障を来すことがあります。

○ 小児・ＡＹＡ世代は、他の世代に比べ患者数が少なく、疾病の構成も多様であ

り成人のがんとは異なる対策が求められます。

○ 現在、小児がんを含めた小児慢性特定疾病を抱えた就学児を中心に、就学時や

就労に向けた悩み等共有できる交流会を開催しています。

【施策の方向】

○ 小児がん拠点病院との連携による医療提供体制の整備を行うとともに、晩期障

害への対応、保育・教育・就労・自立・心理的課題に関する支援を含め、ライフ

ステージに応じて切れ目のない相談支援体制の整備を推進していきます。

（ア）各実施主体の取組内容

実施主体 取組内容

大分県 ○医療機関や福祉制度に関する情報提供

○アンケート等を通じての患者・家族の要望の把握

○小児がんについての啓発・情報提供

○患者・家族同士の交流会の実施

医療機関 ○小児がん拠点病院との連携による医療体制の整備

○小児科と成人診療科との連携強化

○就学や就労に関する相談支援体制整備

労働関係 ○就労支援体制の強化、連携整備

機関
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② 高齢者について

【現状と課題】

○ 高齢者は、入院をきっかけに認知症と診断される場合や、既にある認知症症状

が悪化する場合があるため、がん治療の意思決定についての基準が定められてい

ません。

○ 高齢者ががんになった場合、医療だけでなく介護との連携の下、治療を進めて

いく必要があります。

【施策の方向】

○ 認知症と合併した患者、看取り期における高齢のがん患者の意思決定を支援す

るための方策について、国が今後策定予定のガイドラインに沿って検討していき

ます。
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４ がん対策を支える基盤の整備

（１）がん研究

【現状と課題】

○ 現在、国において、がん医療に関する研究やサバイバーシップに関する研究

などが求められており、研究が行われています。

【施策の方向】

○ 県は、国の研究の情報を収集し、医療機関等に周知するよう努めます。

（ア）各実施主体の取組内容

実施主体 取組内容

大分県 ○国や関係機関と共同して、がんに関する研究が推進できるよう努めます。

医療機関 ○医療機関等は、関係機関等と連携してがんに関する研究が推進できるように努め

ます。

関係機関 《公益財団法人 大分がん研究振興財団》

○県内のがん研究を振興し、県民の保健と医療に寄与できるよう努めます。

サバイバーシップ

がんになったその後を生きていく上で直面する課題を、家族や医療関係者などと

乗り越えていくこと、またそのサポートのことを指します。
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（２）人材育成

【現状と課題】

○ 拠点病院等において、地域や院内のがん診療に携わる医療従事者に対して様

々な研修を実施するなど、人材の育成に努めてきました。

○ がん医療が進歩し細分化が進んだことやライフステージに応じたがん対策へ

対応できる医療従事者の育成が求められています。

【施策の方向】

○ 拠点病院等は、がん医療に関する知識や技能を習得できるよう、地域や院内

のがん診療に携わる医療従事者に対する研修を実施します。

○ 拠点病院等を中心とした医療機関は、ライフステージに応じたがんへ対応で

きる医療従事者等の育成環境の整備に努めます。

【個別目標】

○ 専門的ながん医療を行える医療従事者を養成するとともに、がん医療に関す

る基本的な知識や技能を有する人材を育成することを目標とします。
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（ア）各実施主体の取組内容

実施主体 取組内容

大分県 ○国立がん研究センターなどが主催する研修会の周知と情報提供

がん診療 ○がん医療専門職の養成

連携拠点 ○医療従事者を対象とした各種研修会の開催

病院等 ・臓器別がん治療、放射線治療、薬物療法について

・チーム医療について

○全ての医療機関に対して研修受講への指導・助言

関係団体 《大分県看護協会》

○がん関連の認定看護師・専門看護師の養成

《大分県医師会》

○研修会開催日程等の広報による医師への受講勧奨

《大分県歯科医師会》

○医科歯科連携のため、「がん医科歯科連携講習会」を開催し、「連携登録医」を

育成する

《大分県薬剤師会》

○薬物療法に精通した薬剤師の育成

《大分県放射線技師会》

○放射線治療に携わる技師の育成



- 63 -

（３）がん教育、がんに関する知識の普及啓発

【現状と課題】

○ 小児期から、がんに対する正しい知識、がん患者への理解及び命の大切さに

対する認識を深めることが大切です。そのために医師やがん患者・経験者等が

講師となり、子どもに、がんの正しい知識やがんになった人がどのように生活

していくのか、がん患者・経験者の声を伝えていくことが重要です。

○ 学習指導要領の改正により、平成３２（２０２０）年度以降、小・中・高等

学校において、がん教育が順次必須となることが見込まれており、適切に対応

する必要があります。

○ 県民ががん患者や家族への理解を深め、がんに関する正しい知識を得ること

が重要となります。

【施策の方向】

○ 県及び市町村において、がんに携わる保健医療の専門家や教育委員会をはじめ

とする教育関係者が協力し、適切ながん教育の実施を推進します。

○ 県民に対して、がん予防や早期発見につながる行動を促し、自分や身近な人が

がんに罹患しても、そのことを正しく理解し向き合うことができるよう、がんに

関する知識の普及啓発を進めます。

【個別目標】

○ 児童・生徒を含む県民に対して、がんに関する正しい医療の知識、そして、が

ん患者に対する正しい認識を持つようながん教育や普及啓発を行うことを目標と

します。
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（ア）各実施主体の取組内容

実施主体 取組内容

大分県 ○県ホームページにがん情報を掲載、拠点病院等とリンク

○関係機関と協力して、子どもに対して適切ながん教育を実施する

○県民に対してがんに対する正しい知識やがん患者に対する正しい認識を持つような普

及啓発を行う

市町村 ○関係機関と協力して、適切ながん教育を行う

○広報誌やホームページ等によるがん情報の広報

関係団体 ○医療機関、患者・患者会等はがん教育を実施する際の講師として、がんの正しい知識

を伝えるよう努める

○対がん協会は、がん征圧月間やリレー・フォー・ライフの活動等を通じて、県民に対

しがんに関する知識の普及、啓発を図る

県民 ○がんに関する正しい情報を積極的に収集し、活用する
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第５章 がん対策を推進するための

各主体の役割

１ 県民の役割

がん対策基本法第６条においては、「国民は、喫煙、食生活、運動その

他の生活習慣が健康に及ぼす影響、がんの原因となるおそれのある感染症

等がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防に必要な注意を払い、必要

に応じ、がん検診を受けるよう努めるほか、がん患者に関する理解を深め

るよう努めなければならない。」とされています。

また、大分県がん対策推進条例第５条においては、「県民は、喫煙、食

生活、運動その他の生活習慣が健康に及ぼす影響等がんに関する正しい知

識を持ち、がんの予防に細心の注意を払うとともに、積極的にがん検診を

受けるよう努めるものとする。」とされています。

県民は、喫煙、食生活及び運動等の生活習慣とがんとの関係についての

知識を得ることに努め、行動するとともに、がん検診を定期的に受診する

ように努めることが期待されています。

また、県民には、以下の努力が望まれます。

ア がん医療が医療従事者とのより良い人間関係を基盤として成り立っ

ていることを踏まえ、相互に信頼関係を構築することができるように

努めること。

イ 医療従事者と協力して治療を進め、治療内容について、医療従事者と

共有できるようにすること。

ウ がん対策において担うべき役割として、医療政策決定の場に参加し、

行政機関や医療従事者と協力しつつ、がん医療を変えるとの責任や自覚

を持って活動していくこと。

また、患者団体は必要に応じて議論を重ね、より良い医療体制を実現

するために連携して行動すること。
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エ がん医療における、かかりつけ医、専門的な治療を行う医療機関など

の役割を理解し、適切な受療行動を取ること。

２ 医療機関等の役割

（１）医療機関

がん診療連携拠点病院・協力病院

大分県内におけるがん対策の拠点として、自らより専門的な治療を行う

とともに、地域における連携体制の構築や医療従事者等の研修、相談支援

センターでの相談・支援、がんの普及啓発・情報提供などに積極的に取り

組み、県全体のがん医療水準の向上を図ることが必要です。

地域の医療機関

地域における医療機関がそれぞれの役割に応じて、拠点病院等と連携体

制を構築するとともに、手術療法、放射線療法、薬物療法及び緩和ケアな

どの研修に参加するなど、がん対策に積極的に取り組み、地域全体のがん

医療水準の向上を図ることが必要です。

医療提供施設等

歯科診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業所等は

がんに対する正しい情報の発信と、がん患者及びその家族の不安や疑問

に対する適切な対応に努める必要があります。

（２）検診機関

質の高い検診を提供できるよう、検診精度の向上や受診しやすい環境整

備などに努めるとともに、検診受診率の向上やがん予防のための啓発など

に努める必要があります。

（３）事業者、健康保険組合等

がんの予防に資する生活習慣病の改善やがんの早期発見のためのがん検

診の重要性を認識し、従業員等の生活習慣改善及びがん検診の受診の促進
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に努める必要があります。

また、がんについて正しく理解し、従業員等ががんになっても働き続け

ることができる職場環境づくりも必要です。

３ 行政の役割

（１）県

がん対策基本法第４条に、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、が

ん対策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の

特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」とされていま

す。また大分県がん対策推進条例第２条では「県は、国、市町村、保健医

療機関並びにがん患者及びその家族で構成される団体その他の関係団体と

の連携を図りつつ、がん対策に関し、本県の特性に応じた施策を策定し、

実施するものとする。」とされています。

県は、県民、保健・医療等の関係者や大学、関係団体、市町村等と協働

して、大分県におけるがん対策を総合的かつ計画的に推進します。

今後は、この推進計画による取組を進めていくこととなりますが、がん

をめぐる状況変化を的確に捉え、目標の達成状況の把握と効果に関する評

価を行い、必要があるときは、計画期間が終了する前であっても、これを

変更することとします。

（２）市町村

大分県がん対策推進条例第３条では「市町村は、県、保健医療機関及び

関係団体等と連携し、がんの予防及び早期発見に関する施策の推進に努め

るものとする。」とされています。

がんの早期発見を推進するために、がんの知識や検診の必要性等につい

て普及啓発を行い、がん検診受診率の向上に努めるとともに、精度の高い

がん検診を実施し、事業評価を行う必要があります。

また、市町村健康増進計画に基づく生活習慣の改善やがん予防対策など、

基本法及び健康増進法に基づき、自主的かつ主体的に地域の実情に応じて、

積極的ながん対策に取り組む必要があります。
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４ 各協議会の役割

（１）大分県がん対策推進協議会、専門部会

大分県がん対策推進条例第１０条では、大分県がん対策推進協議会を置

き、「大分県がん対策推進計画の策定及び変更に関し、知事の諮問に応じ

て答申すること」、「がん登録等の推進に関する法律施行令の規定により

意見を述べること」、「大分県のがん対策に係る重要な事項に関し、知事

の諮問に応じて答申すること」等を行うこととされています。

また、大分県がん対策推進協議会規則第３条において、「協議会はその

定めるところにより、部会を置くことができる。」とされており、現在、

がん登録専門部会、精度管理専門部会、在宅医療専門部会、計画策定部会

が設置されています。

協議会は、がんに関する学識経験がある者、個人情報の保護に関する学

識経験がある者、がん患者団体の代表等で組織されています。

（２）がん診療連携協議会、専門部会

がん診療連携拠点病院の整備に関する指針に基づき、大分県がん診療連

携協議会が大分大学医学部附属病院に設置されています。

がん診療連携拠点病院、大分県がん診療連携協力病院、大分県の二次医

療圏における中核的な病院の代表等が委員となり、組織されています。

また、協議会では、がん診療に関する専門的事項を処理するため、研修

専門部会、がん登録専門部会、クリティカルパス専門部会、医師派遣専門

部会、情報提供・相談支援専門部会、がん診療評価専門部会の６つの専門

部会が設置されています。


