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○たばこ対策については、市町職員、医療関係者等を対象とする禁煙をテーマとした指導者

養成セミナーの開催や世界禁煙デー・禁煙週間における啓発活動の展開、民間禁煙推進団

体との協働によるフォーラムや研修会の開催、えひめ愛の禁煙・分煙施設の認定事業など

を通じて、禁煙、受動喫煙防止、未成年者への喫煙防止の推進に取り組んできましたが、

男性の喫煙率は低下したものの、女性が上昇しており、目標達成に向け引き続き対策が必

要です。 

○食生活の改善については、愛媛県食育推進計画に基づき、食育の推進に取り組んできまし

たが、バランスの取れた食事をしている人の割合等について、改善が見られないため、よ

り一層の対策が求められます。このような中、県では、平成28年度から、「愛顔のＥ－Ｉ

ＹＯ（えいよう）プロジェクト」として、愛媛のものづくりを担う若い世代・働き盛りを

ターゲットとした食生活・栄養改善支援事業に取り組んでいます。 

○発がんに関連する感染症予防対策のうち、肝がんの発症と関連する肝炎ウイルス感染への

対策については、愛媛県肝炎対策推進計画に基づき、肝炎ウイルス検査の受診啓発及び陽

性者に対するフォローアップ等に重点的に取り組んでいますが、依然として、本県の肝が

ん及び肝内胆管がんによる死亡率は、全国でも上位水準にあることから、引き続き、重点

的な対策が必要です。平成29年度には、厚生労働省肝炎総合対策推進国民運動の「知って、

肝炎プロジェクト」による集中的な広報を活用して、肝炎ウイルス検査の啓発に重点的に

取り組みました。 

 

【目標及び現状等】 

目   標 
前計画策定時 

（平成 22 年度） 
現 状 

（平成 27 年度） 
目標値 

（６年後） 

①たばこ対策の推進 

 

成人の喫煙率の
低下 

  男女計 16.4％ 
  男性  32.5％ 
  女性  3.7％ 

  男女計 17.5％ 
  男性  30.4％ 
  女性  5.6％ 

  男女計 8.2％以下 
  男性   20％以下 
  女性   2％以下 

受動喫煙を受け
る者の割合※の

低下 

行政機関 19.0% 
医療機関  1.7% 
飲食店  77.8% 
職場    7.2% 

行政機関  9.5% 
医療機関  1.1% 
飲食店  66.0% 
職場    6.2% 

行政機関  0.0% 
医療機関  0.0% 
飲食店  29.0% 
職場    0.0% 

※行政機関は本庁舎を対象、医療機関及び職場は従業員 50 名以上を対象 

②栄養・食生活の改善 

 バランスのとれ
た食事をしてい
る人の割合の上
昇 

成人男性 62.1％ 
成人女性 66.5％ 

成人男性 58.8％ 
成人女性 62.8％ 

70％以上 

運動習慣の定着 
１日の歩行数の
増加 

男性(20-64 歳) 7,225 歩 

  (65 歳以上) 5,370 歩 

女性(20-64 歳) 7,048 歩 

  (65 歳以上) 4,945 歩 

男性(20-64 歳) 7,297 歩 

  (65 歳以上) 6,875 歩 

女性(20-64 歳) 5,971 歩 

  (65 歳以上) 5,268 歩 

男性(20-64 歳)  8,500 歩 

  (65 歳以上) 7,000 歩 

女性(20-64 歳)  8,500 歩 

  (65 歳以上) 6,500 歩 
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1 日当たりの純
アルコール摂取
量が男 40g、女
20g 以上の者の
割合の低下 

男性 32.0% 
女性  3.7% 

男性 11.0% 
女性  7.4% 

男性  9.5% 
女性  6.4% 

（平成 34 年度目標） 

③発がんに関連する感染症予防対策の推進 

 肝及び肝内胆管
がんによる粗死
亡率（人口 10 万
対比）の低下 

37.0 31.6 
22.1 

（平成 33 年度目標） 

 

【取り組むべき対策】 

（科学的根拠に基づく正しいがん予防知識の普及啓発） 

○県、市町、医療機関、検診機関、学校、事業所、患者団体を含む関係団体の他、地域社会

において健康づくりに取り組んでいる食生活改善推進員、がん対策推進員、保健推進員な

どボランティアの協力も得て、県民へのがんの予防に関する科学的根拠に基づく正しい知

識の普及啓発に取り組みます。 

○県は、市町、検診団体、拠点病院等の関係機関と連携し、働き盛りの世代に対するがん予

防対策を推進するため、事業所、関係団体等に働きかけ、ピンクリボンえひめ協議会※4の

加盟企業等や愛媛県がん検診受診率向上プロジェクト※5参画企業等とも協力し、職域にお

けるがん予防知識の普及啓発に取り組みます。 

○県は、市町、事業所、がん対策推進員等が、地域及び職域において、積極的に普及啓発に

取り組めるよう、科学的知見に基づく正しい情報の提供を行います。 

（たばこ対策・受動喫煙防止対策の推進） 

○肺がんをはじめ種々のがんの原因である喫煙については、関係機関の連携の下、引き続き

重点的に対策に取り組むこととし、喫煙の危険性に関する正しい情報や、喫煙の結果生ず

る健康影響に関する知識の普及啓発を推進します。 

○禁煙希望者に対しては、禁煙外来や相談窓口等を案内し利用を促すなど支援を行います。 

○未成年者に対しては、小・中・高等学校など学校教育の場の他、地域、家庭においても喫

煙の健康への影響に関する教育に取り組み喫煙防止に努めます。 

○妊娠中の女性に対しては、喫煙しないように、喫煙の危険性について啓発を行うとともに、

家庭を含む受動喫煙のない環境づくりに取り組みます。 

○受動喫煙による害をなくすための環境づくりとして、県及び関係機関は、身近な家庭を含

め、不特定多数が利用する施設や職場での原則禁煙又は分煙の徹底を推進します。 

  なお、受動喫煙防止対策の目標値等については、国の健康増進法改正等の動向を踏まえ、

今後、見直しを含め検討します。 

（食生活・運動等の生活習慣の改善） 

○第２次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり２１」、「第３次愛媛県食育推進計画」、

「第２次愛媛県歯科口腔保健推進計画」、及び各市町の健康づくりに関する計画等に基づ

き、県、市町、関係機関をはじめとして、地域社会において健康づくりに取り組んでいる
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食生活改善推進員、がん対策推進員などボランティアの参加・協力の下、栄養・食生活、

運動等の生活習慣の改善に県民総ぐるみで取り組みます。 

（発がんに関連する感染症予防対策の推進） 

○県、市町及び関係機関は、ある種のウイルスや細菌の感染が発がんに大きく寄与する因子

であることについて県民への啓発を進めます。 

○肝炎ウイルスについては、平成29年３月に策定した第２次愛媛県肝炎対策推進計画に基づ

き、県、市町、医療機関、検診機関等の関係機関、職域との連携を進める他、肝炎医療コ

ーディネーター※6を養成し、肝炎に関する正しい知識の普及啓発に取り組むとともに、肝

炎ウイルス検査の受診啓発、及び陽性者へのフォローアップ等を積極的に推進します。 

○ヘリコバクター・ピロリについては、感染が胃がんのリスクであることは明らかではある

ものの、除菌が胃がん発症予防に有効であるかどうかについては、まだ明らかでないため、

今後の国の検討を踏まえ、県としての対応を検討します。 

○ＨＰＶ（ヒトパピローマウィルス）ワクチンの接種のあり方については、国が、科学的知

見を収集した上で総合的に判断することとしており、国の判断を踏まえ、県としての対応

を検討します。 

○ＡＴＬ（成人Ｔ細胞白血病）と関連するＨＴＬＶ－１（ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型）

については、県・市町が連携のうえ、県民からの相談に対応するとともに、国とも連携を

図り、母子保健対策を含む感染予防対策等に取り組みます。 
 
 
 
※1がん対策推進員：県民が生涯を通じてがん予防に取り組む機運を高め、がん検診受診率向上、がんによる死亡

者数の減少につなげることを目的として、県が開催する養成研修を終了した者をがん対策推進員として認定し
てきた。推進員の活動内容は、①がん予防のために推奨される生活習慣の実践に心掛けるとともに、がん予防
知識の普及啓発を行うこと②活動を効果的に進めるため、相互に連絡し、協力するよう努めること③県及び市
町が実施するがん対策事業に協力すること。 

 
※2保健推進員（市町によって名称は異なる）：地域の健康づくりボランティアとして、特定健診やがん検診の受

診勧奨、健診当日の補助、健診後の健康相談・健康教育の協力等を行っている。 
 
※3食生活改善推進員：食生活を通した健康づくりのボランティア活動を行っており、平成 29 年６月現在で、全

20 市町で組織され、4,950 名が地域住民に対する生涯を通じた食育の推進、健康づくりの担い手として活躍し
ている。 

 
※4ピンクリボンえひめ協議会：乳がんの早期発見・早期治療の啓発活動を行うため、平成 20 年７月に設立した

団体。平成 29 年 7 月現在で、県、市町、保健・医療機関、民間企業等 100 団体が会員となっている。 
 
※5愛媛県がん検診受診率向上プロジェクト：企業の拠点網を活用してがん検診の受診勧奨を行うため、平成 22

年 10 月に県と保険会社及び銀行等が協定を締結した。平成 29 年 9 月現在で、９社と協定を締結している。 
 
※6 肝炎医療コーディネーター：肝炎の感染予防の正しい知識を習得し、感染が判明した後に肝炎患者等に適切な

医療に結びつけるための受診を勧奨するとともに、肝炎患者等や家族からの相談に応じる者。 
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２ がんの早期発見（２次予防） 

 

科学的根拠に基づくがん検診に関する正しい知識の普及啓発、県民にとって受診しやす

い環境整備等を進めることにより、がん検診受診率の向上に取り組むとともに、がん検診

受診後の指導の徹底により精密検査受診率を向上させるほか、愛媛県生活習慣病予防協議

会の専門的な知見を踏まえ、精度管理体制の更なる充実を図ります。これらにより、がん

の早期発見・早期治療につなげ、がんによる死亡者数を減少させます。 

 

【目標】 

 ○科学的根拠に基づくがん検診に関する正しい知識の普及啓発 

 ○がん検診受診率の向上（国の指針で定める全てのがん検診で目標 50％以上） 

 ○精密検査受診率の向上（同目標 100％） 

 ○がん検診の精度管理の更なる向上 

 ○職域におけるがん検診の実態把握及び対策の検討・実施 

 

【現状・課題】 

○県では、ピンクリボンえひめ協議会や愛媛県がん検診受診率向上プロジェクトなどにより、

県、市町、保健・医療関係団体、民間企業等が連携してがんに関する知識の普及啓発や受

診率向上に取り組んできました。また、市町の保健推進員や食生活改善推進員等の健康ボ

ランティアを中心に、県や市町のがん対策推進に協力が得られる人達を「がん対策推進員」

として養成し、がんの予防及びがん検診に関する知識の普及啓発に取り組んできました。

今後は、上記の取り組みに加え、対策型検診と任意型検診の違い※1、がん検診の利益と不

利益（偽陽性・偽陰性等）※2等についても周知が必要との意見があります。 

○市町では、個別医療機関での受診、特定健診と連携したがん検診の実施や受診勧奨、夜間

や土日の検診、レディースデイの設定、託児サービスの提供など受診しやすい環境整備に

努めていますが、住民に十分に認知されていないとの指摘があります。 

○本県におけるがん検診の受診率は、平成 28 年国民生活基礎調査によると、男性の肺がん検

診の 51.4％を除き、目標としていた受診率 50％以上には達していない状況であり、早期発

見・早期治療につなげ、がんによる死亡者を減少させるためには、引き続き受診率の向上

に向け対策を講じる必要があります。 

○市町が実施するがん検診については、愛媛県生活習慣病予防協議会※3において、検診の精

度管理、検診結果の分析・評価を行うとともに、検診従事者の資質向上を目的とした講習

会等を開催していますが、一部で国の指針で定められていない検診が実施されています。 

○がん検診受診者のうち、要精密検査との判定を受けた者に対する事後指導が徹底していな

いため、早期発見・早期治療に繋ぐことができないケースがあると考えられます。 

○多くの人が、職域や任意検診（人間ドック等）等、市町が実施するがん検診以外の検診を

受診していると予測されるため、がんの早期発見・早期治療を進め、がんによる死亡者数
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を減少させるためには、職域を含む全ての検診の実態把握及び精度管理等必要な施策等の

検討が必要です。県では、平成 25年度と平成 26年度に「がん検診実態把握調査」を実施

し、職域等を含むがん検診の実態把握に取り組みました。なお、国では、今後、「職域に

おけるがん検診に関するガイドライン」を策定し、職域において、科学的根拠に基づくが

ん検診が実施されるよう取組みを進めることとしています。 

 

【目標及び現状等】 

目   標 
前計画策定時 

（平成 24 年度） 
現 状 

（平成 29 年度） 
目標値等 

（６年後） 

がん検診 
受診率の向上 

がん検診受診率 
（平成 22 年国民生活基礎調査） 

【男性】 
・胃がん   36.2％ 
・肺がん   30.5％ 
・大腸がん  27.3％ 
【女性】 
・胃がん   29.9％ 
・肺がん   27.9％ 
・大腸がん  25.8％ 
・子宮がん  39.8％※ 
・乳がん   40.3％ 

がん検診受診率 
（平成 28 年国民生活基礎調査） 

【男性】 
・胃がん   43.0％ 
・肺がん   51.4％(達成) 
・大腸がん  43.0％ 
【女性】 
・胃がん   32.6％ 
・肺がん   40.0％ 
・大腸がん  36.2％ 
・子宮がん  40.7％※ 
・乳がん   40.9％ 

 
 
 
 
 
国の指針で定め
る全てのがん検
診で 50％以上 

※子宮がんは 20～69 歳、その他は 40～69 歳 

精密検査 
受診率の向上 
 

精密検査受診率（H21市町検診） 
・胃がん  86.6％ 
・肺がん  77.8％ 
・大腸がん 80.6％ 
・子宮がん 90.4％※ 
・乳がん  95.2％ 

精密検査受診率（H27市町検診） 
・胃がん  88.9％ 
・肺がん  89.1％ 
・大腸がん 79.7％ 
・子宮がん 81.3％※ 
・乳がん  93.3％ 

 
 
国の指針で定め
る全てのがん検
診で 100％ 

※子宮がんは 20～69 歳、その他は 40～69 歳 

がん検診精度
管理の充実 

・全市町で、精度管理・事業評価 

 を実施している。 

・一部指針に基づかないがん検診 

 が実施されている。 

・全市町で、精度管理・事業評価 

 を実施している。 

・一部指針に基づかないがん検診 

 が実施されている。 

 

指針に基づかない

がん検診について

適切に対応 

がん検診に関
する正しい知
識の普及啓発 

 がん対策推進員の育成 
    8,795 人 
（平成 24 年 12 月末現在） 

 がん対策推進員の育成 
 14,173 人（目標 1万人達成） 
 （平成 29 年 3 月末現在） 

 
がん対策推進員の
増加及び活動支援 

 

【取り組むべき対策】 

（科学的根拠に基づくがん検診に関する正しい知識の普及啓発） 

○県は、市町、検診機関をはじめとした関係機関と連携し、がん対策推進員等のボランティ

アの協力を得て、科学的根拠に基づくがん検診について、がん検診・精密検査の受診によ

る早期発見の必要性の他、対策型検診と任意型検診の違い、がん検診の利益と不利益（偽

陽性・偽陰性等）等に関する知識についても普及啓発に取り組みます。 

○県及び市町は、科学的根拠に基づくがん検診の普及啓発のため、関係機関の協力の下、が

ん対策推進員等に対し、科学的知見に基づく最新の情報提供を行うなど活動を支援します。 
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（がん検診受診率の向上） 

○県、市町、検診機関、医療機関等の関係機関が連携し、特定健診との同時実施、個別医療

機関での受診、夜間・休日の受診体制、託児サービス、レディースデイの設定など、県民

ががん検診を受けやすい利便性に配慮したサービスの充実に努めるとともに、これらの取

り組みについて、県民への周知を進めます。 

○市町及び検診機関は、無料クーポンの活用など、がん検診受診者の経済的負担にも配慮し

つつ、受診率の向上施策に取り組むこととします。 

○市町は、検診機関等の協力の下、がん検診及び精密検査受診率の向上に最も有効とされる

個別の受診勧奨に取り組みます。 

（精密検査受診率の向上） 

○県及び市町は、精密検査の意義について、正しい知識の普及啓発に取り組みます。 

○県は、要精検者に対する事後指導を徹底するための研修会等を開催し、市町は、要精検者

に対する事後指導を徹底することにより、精密検査受診率の向上を図ります。また、精密

検査実施医療機関は、精密検査結果報告書を、市町へ必ず返送し、市町が実施するがん検

診の精度管理に協力します。 

（がん検診の精度管理の更なる向上） 

○愛媛県生活習慣病予防協議会は、最新の知見を踏まえ、市町及び検診機関において適切な

精度管理の下で、科学的根拠に基づくがん検診及び精密検査が実施されるよう、専門的な

見地から助言・指導します。 

○市町で実施するがん検診について、一部、国の指針で定められていない検診が実施されて

いるため、県及び市町は、愛媛県生活習慣病予防協議会の専門的な意見、及び全国の状況

等を踏まえ適切に対応します。 

（歯科検診による口腔がんの早期発見等について） 

○口腔がんの大半は歯科医師により発見されていることから、県及び関係機関は、平成29年

３月に策定した第２次愛媛県歯科口腔保健推進計画に基づき、歯科検診での早期発見等、

口腔がんに関する知識の啓発に努めることとし、歯科医療と連携した早期診断を推進しま

す。 

（職域におけるがん検診の実態把握及び対策の検討・実施） 

○県は、働き盛りの年代に対するがん予防対策を推進するため、関係機関と連携し、事業所、

関係団体等に働きかけ、ピンクリボンえひめ協議会加盟企業等及びがん検診受診率向上プ

ロジェクト参画企業等の協力の下、職域における科学的根拠に基づくがん検診の普及啓発、

及び受診率の向上に取り組みます。 

○県は、関係機関と連携の下、職域におけるがん検診については、今後、国が「職域におけ

るがん検診に関するガイドライン」を策定することとしていることから、この内容を踏ま

え、職域や人間ドッグ等での受診を含めたがん検診全体の実態把握に努め、本県の実情に

応じた必要な対策を検討します。 

○県は、関係機関と連携の下、データヘルス等の取組みの動向を踏まえ、個人情報に配慮し

た上で、効率の良い受診勧奨・事後指導等への活用を段階的に検討します。 
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※1対策型検診と任意型検診の違い：対策型検診とは、国・地方公共団体等集団全体の死亡率減少を目的として、公 
 共政策として実施される検診であり、市町で実施するがん検診が該当する。任意型検診とは、人間ドックなど対策 
 型検診以外の検診を指す。 
 
※2がん検診の利益と不利益（偽陰性、偽陽性等）：がん検診の利益とは、対象となるがん検診の死亡率減少効果の 
 事を指す（対象となるがんの発見率が高いことが、必ずしも利益とはならない。）。不利益とは、検診を受けても 
 がんが見つからない「偽陰性」、がんでなくてもがん検診で陽性の判定を受ける「偽陽性」、検査に伴う合併症及 
 び精神的な不安などを指す。個人の適切な判断を支援するために、利益と不利益について、十分な情報提供が必要 
 とされる。 
 
※3愛媛県生活習慣病予防協議会：国の指針に基づき設置する生活習慣病検診等の管理指導のための協議会。医師会、

保健所、拠点病院の医師、学識経験者等の委員で構成し、消化器がん、子宮がん、肺がん、乳がん、前立腺がん、
肝がん、がん登録、循環器疾患等の８つの専門部会を設置している。 

 
 

 

 【図30】愛媛県生活習慣病予防協議会組織図 
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Ⅱ 患者本位の安全・安心で質の高いがん医療の提供 

１ 医療機関の機能強化 

 

 がん患者がその居住する地域に関わらず等しく適切ながん医療が受けられるよう、手術

療法、放射線療法、薬物療法を効果的に組み合わせた集学的治療の更なる均てん化に努め

るとともに、それぞれの患者の病態に応じ、適切な治療を提供できるよう、関係機関の連

携の下に、ゲノム医療、科学的根拠に基づく免役療法等の新たな治療方法の提供体制の構

築にも段階的に取り組み、がん医療提供体制の更なる充実に努めます。 

 

【目標】 

 ○がん診療連携拠点病院等の整備とがん医療の均てん化の推進 

 ○希少がん・難治性がん等への対応施設及び患者の集約化 

 ○多職種からなるチーム医療の推進 

 ○がんゲノム医療提供体制の構築 

 

【現状・課題】 

（がん医療提供体制に関すること） 

○がん診療連携拠点病院（以下「拠点病院」という。）は、地域の専門的ながん医療提供体

制における中核的な役割を果たすものであることから、本県においては、県がん診療連携

拠点病院である四国がんセンターを中心に、計７つの拠点病院を東・中・南予に配置し県

下全域をカバーする体制を整備し、がん医療の均てん化に取り組んでいますが、２次医療

圏単位で見ると、宇摩圏域と八幡浜・大洲圏域が拠点病院のない空白圏域となっています。 

○がん診療連携拠点病院がない空白の二次医療圏の診療体制を強化するため、県独自に、が

ん診療連携推進病院（以下「推進病院」という。）制度を創設し、拠点病院に準ずる診療

機能を有する８病院を認定し、がん医療の裾野の拡大に努めてきました。 

○拠点病院及び推進病院等を中心に、我が国に多いがん（肺がん・胃がん・肝がん・大腸が

ん・乳がん）その他各医療機関が専門とするがんについて、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及び緩和ケアの提供とともに、各学会等の診

療ガイドラインに基づく標準的治療の普及に努めてきました。 

○全ての拠点病院及び推進病院において、専門医が主治医からの情報等をもとに、診断内容

や治療法等に関して助言を行うセカンドオピニオン外来が設置されています。 

○医療提供体制の量的な整備は着実に進みましたが、患者が自分の病状や検査・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治療方針

などを選択するインフォームド・コンセントの徹底、及び患者やその家族が診断や治療方

針を選択する上で第三者である医師に専門的見解を求めることができるセカンドオピニオ
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ン制度が十分に活用されるなど、患者やその家族の視点に立った医療提供体制の質的な面

においても、充実に努める必要があります。 

（手術療法に関すること） 

○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

ともに外科医及び麻酔科医の不足が指摘されています。 

（放射線療法に関すること） 

○放射線療法については、全ての拠点病院において、放射線治療機器※1が設置され、専任の

専門的な知識及び技能を有する医師、及び専従の放射線療法に携わる診療放射線技師が配

置されるとともに、専任の放射線治療機器の精度管理等に携わる者が配置されています。

また、推進病院では、８病院中４病院において、放射線治療機器が設置され、専門的な知

識及び技能を有する医師と専任の放射線療法に携わる診療放射線技師が配置されています。

その他の推進病院４施設では、他の拠点病院等との連携により、放射線療法が提供できる

体制をとっています。 

（薬物療法に関すること） 

○薬物療法については、全ての拠点病院に外来薬物療法室が設置され、専任の専門的な知識

及び技能を有する医師、薬剤師及び看護師が配置されています。また、全ての推進病院に

おいても、外来薬物療法室が設置されており、外来で薬物療法が提供できる体制を整備し

ています。 

○県がん診療連携拠点病院（四国がんセンター）及び特定機能病院※2（愛媛大学医学部附属

病院）においては、放射線療法部門及び薬物療法部門が、組織上明確に位置付けられてい

るほか、当該部門の長として、専任の専門的な知識及び技能を有する医師が配置されてい

ます。 

（病理診断に関すること） 

○病理診断については、国の指針に基づき、全ての拠点病院において、病理診断に携わる医

師が配置され、術中迅速病理診断が可能な体制が構築されていますが、依然として、病理

診断医の人員不足が深刻な状況にあります。 

（がんのリハビリテーション・支持療法に関すること） 

○リハビリテーションについては、治療の影響から患者の嚥下や呼吸運動などの日常生活動

作に障害が生じることがあり、また、がん患者の病状の進行に伴い、次第に日常生活動作

に障害を来し、著しく生活の質が悪化することが見られることから、がん領域でのリハビ

リテーションの重要性が指摘されており、平成27年度から、四国がんセンターと松山リハ

ビリテーション病院との連携により、医師、看護師、理学療法士等を対象として、がんの

リハビリテーション研修会が開催されるなど、人材の育成が進んでいます。 

○支持療法については、しびれ（抹消神経障害）等、薬物（薬物）療法に関連した苦痛等が

増加しているほか、胃がん患者の胃切除後の食事や体重減少、子宮がん、卵巣がん、大腸

がん等の患者のリンパ浮腫、手術に関連した後遺症等への対応が課題とされています。 

（チーム医療について） 
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○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、また、医師等への負担を軽減し診療の質を向上させるた

め、専門的な知識を持つ多職種で医療にあたるチーム医療が強く求められています。 

○がん患者の病態に応じたより適切な治療を提供するため、院内のクリティカルパス※3及び

キャンサーボード※4等を整備してきました。 

○個々の患者に応じ、最適な治療等を提供するため、専門的な知識を持つ多職種からなるチ

ーム医療（緩和ケアチーム、口腔ケアチーム、栄養サポートチーム、感染症防止対策チー

ム等）の充実が求められています。 

○がん患者の口腔機能管理（口腔ケア）が、術後の経口摂取までの期間短縮、誤嚥性肺炎等

合併症の発症率低下、薬物療法や放射線療法による口腔内炎症や感染症等の予防と軽減、

さらには入院日数の短縮や投薬量の減少等に貢献するという多くの報告がなされており、

口腔機能管理（口腔ケア）や歯科治療を、がん治療の経過や予後に大きく関わる重要な支

援治療として位置付ける必要があります。 

 

【前計画で掲げた目標・現状】 
目    標 これまでの取組み 

全ての県民が適切ながん医療を受けられるよ
う、がん医療体制の中心となる、がん診療連携
拠点病院を整備する。 

 宇摩圏域及び八幡浜・大洲圏域を除く二次医療
圏に７拠点病院を設置している。 
 なお、拠点病院のない宇摩圏域及び八幡浜・大
洲圏域には「愛媛県がん診療連携推進病院」を指
定し、均てん化に取り組んでいる。 

がん診療連携拠点病院の機能を補完し、県全域
でがん診療の中核的な役割を担う医療機関の裾
野を拡大するとともに、地域での診療連携を強
化するため、がん診療連携推進病院を整備する。 

 ７拠点病院の他、県指定のがん診療連携推進病
院として８病院を指定しており、がん診療連携協
議会への参加により、連携体制の充実・強化が進
んでいる。 

患者とその家族が納得して治療を受けられる環
境を整備し、全てのがん診療連携拠点病院にチ
ーム医療の体制を整備する。 

 多職種の専門家によるキャンサーボードによる
症例検討を実施する体制が全７拠点病院で構築さ
れている。緩和ケアチームをはじめ、感染制御、
栄養、褥瘡の専門チームが全７拠点病院に整備さ
れているほか、歯科口腔ケアチームは４病院、糖
尿病（血糖コントロール）チームは３病院に整備。 

手術療法、放射線療法、化学療法の更なる質の
向上を図るとともに、地域での各種がん治療に
関する医療連携を推進することにより、安心か
つ安全な質の高いがん医療を提供する。 

 愛媛県がん診療連携協議会に「がん地域連携専
門部会」及び「がん集学的治療専門部会」が設置
され、拠点病院、推進病院等が参加し、手術療法、
放射線療法、化学療法の質の向上や地域での医療
連携の推進に取り組んでいる。 

国において、がん診療連携拠点病院などで、病
理診断の現状を調査し、がん診療の病理診断体
制のあり方などについて検討が進められること
となっており、その動向を注視するとともに、
関係者等が一体となって、検討結果に基づいた
取組を実施する。 

 平成26年 1月に拠点病院の整備に関する指針が
改正され、専従の病理診断に携わる常勤医師の配
置が義務付けられたほか、術中迅速病理診断が可
能な病理診断室の設置が求められた。 
 全ての拠点病院において、術中迅速病理診断が
可能な病理診断室が設置されているほか、専従の
病理診断に携わる常勤医師が配置されている。 
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がん診療連携拠点病院などで、がんのリハビリ
テーションに関わる医療従事者に対して質の高
い研修を実施し、その育成に取り組む。 

 平成 27 年度から、四国がんセンターと松山リハ
ビリテーション病院の連携により、医師、看護師、
理学療法士等を対象として、がんのリハビリテー
ション研修会が開催されている。 

 

【取り組むべき対策】 

（がん診療連携拠点病院等の整備とがん医療の均てん化の推進） 

○拠点病院のない宇摩圏域及び八幡浜・大洲圏域については、更なるがん医療提供体制の均

てん化を進めるため、県及び愛媛県がん診療連携協議会（以下「連携協議会」という。）

等において、地域がん診療病院※5（国指定）の設置について検討を進めます。 

○県は、各二次医療圏におけるがん医療提供体制の充実のため、拠点病院等が実施する、医

療従事者の育成やがん登録、相談支援などの取組みに対し支援に努めます。 

○拠点病院及び推進病院において、医療及び相談支援等の更なる質の向上を図るため、ＰＤ

ＣＡサイクルの確立に取り組みます。 

○拠点病院及び推進病院を中心に、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の更なる充実を図り、患者の治療法等を選択す

る権利や受療の意思を最大限に尊重するがん医療を目指すとともに、治療中でも、冊子や

視覚教材などの分かりやすい教材を活用し、患者が自主的に治療内容などを確認できる環

境を整備します。 

○拠点病院及び推進病院は、患者とその家族の意向に応じ、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、患者やその家族が治療方針を選択できるよう、セカンドオ

ピニオン制度の充実に努めるとともに、活用を促進するため普及啓発を推進します。 

○診療行為には一定の危険性が伴うことを踏まえ、拠点病院等の医療従事者が連携の下、患

者等に対して安全な医療を提供するほか、抗がん剤の暴露対策など医療従事者等への安全

対策にも取り組み、がん医療の安全の確保を一層推進します。 

（希少がん・難治性がん等への対応施設及び患者の集約化） 

○希少がん・難治性がん、小児・ＡＹＡ世代のがんなど、専門的な対応を要する治療等につ

いては、県拠点病院である四国がんセンター、及び特定機能病院である愛媛大学医学部附

属病院の体制の充実に努めるとともに、連携協議会等において、医療機関ごとの役割分担

及び施設と患者の集約化を検討します。 

（がん診療連携拠点病院等整備指針の見直しへの対応） 

○国は、今後、がん診療連携拠点病院等の指定指針を見直すこととしていることから、この

内容を踏まえ、本県におけるがん診療提供体制のあり方について、必要な見直しを行うこ

ととします。 

（手術療法の充実） 

○より質の高い手術療法を提供するため、拠点病院をはじめとする医療機関は、外科医及び

麻酔科医の人員不足の解消に努め、必要に応じて放射線療法や薬物療法の専門医と連携す

るなど、各医療機関の状況に応じた診療体制を整備するとともに、病院間や学会、関係団
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体等と連携し、手術療法の成績の更なる向上を目指し、手術療法の標準化に向けた評価法

の確立や教育システムの整備を行います。 

○拠点病院等は、手術療法による合併症予防や術後の早期回復のため、麻酔科医や手術部位

などの感染管理を専門とする医師、口腔機能・衛生管理を専門とする歯科医師、歯科衛生

士等との連携を図り、質の高い周術期管理体制を整備するとともに、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の充実に取り組

みます。 

（放射線療法の充実） 

○放射線療法を実施する拠点病院及び推進病院等は、地域の医療機関と放射線療法に関する

連携と役割分担を図るなど、放射線療法の提供体制の充実に取り組み、地域間格差の是正

を図ります。 

○放射線療法を実施する拠点病院及び推進病院等は、放射線治療機器の品質管理や質の高い

安全な放射線療法を提供するため、放射線治療の専門医、専門看護師・認定看護師、放射

線治療専門放射線技師、医学物理士※6など専門性の高い人材を適正に配置するとともに、

多職種で構成された放射線治療チームを設置するなど、患者の副作用・合併症やその他の

苦痛に対しても迅速かつ継続的に対応できる診療体制の整備に取り組みます。 

（薬物療法の充実） 

○拠点病院等は、薬物療法の急速な進歩と多様化に対応し、外来も含め安全で効果的な薬物

療法を提供するため、薬物療法の専門医やがん薬物療法認定薬剤師、がん看護や薬物療法

等の専門看護師・認定看護師など、専門性の高い人材を適正に配置するとともに、抗がん

剤暴露対策等の医療安全活動を推進し、多職種で構成された薬物療法チームの充実を図り

ます。 

（科学的根拠に基づく免役療法の提供） 

○科学的根拠を有する免疫療法の研究開発が進み、「免疫チェックポイント阻害剤」等の免

疫療法が、治療選択肢の一つとなっている一方で、免疫療法と称しているものであっても、

十分な科学的根拠を有する治療方法とそうでない治療法があり、これらは明確に区別され

るべきとの指摘があるほか、これまでの薬物療法とは異なった副作用等も報告されている

ことから、拠点病院及び推進病院等においては、最新の知見に基づく正確な情報を共有す

るとともに、がん患者等に対し、科学的根拠に基づく正確な情報を提供します。 

（がんのリハビリテーション・支持療法の充実） 

○拠点病院及び推進病院等において、がんのリハビリテーションに関わる医療従事者に対し

て、質の高い研修を実施し、がん患者の機能回復や機能維持のみならず、社会復帰の観点

も踏まえ、がん患者に対する質の高いリハビリテーションの提供について積極的に取り組

みます。 

○拠点病院及び推進病院等において、今後、国が定める支持療法に関する診療ガイドライン

に基づき、がん治療による副作用・合併症・後遺症等による患者のＱＯＬ低下を防ぐ取組

みを推進します。 

（病理診断の充実） 
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○拠点病院等は、若手病理診断医の育成をはじめ、細胞検査士等の病理関連業務を専門とす

る臨床検査技師等の適正配置に努めるとともに、国において、今後、より安全で迅速な質

の高い病理診断や細胞診断を提供するための環境整備が進められることから、その動向を

注視し、病理診断や細胞診断の充実に取り組みます。 

○拠点病院等は、より正確で質の高い画像診断及び病理診断に基づき、治療方針を検討でき

るよう、放射線診断医や病理診断医をはじめとした多職種が参加するキャンサーボードを

開催するなど、がんに対する的確な診断と治療を行う診療体制を整備します。 

（チーム医療の推進） 

○拠点病院等は、個々の患者とその家族の抱える様々な負担や苦痛に対し、安心かつ安全で

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、薬物療法に精通した専門職

の配置に努めるとともに、各種専門チーム（緩和ケアチーム、口腔ケアチーム、栄養サポ

ートチーム、感染防止対策チーム等）の充実に取り組みます。 

○拠点病院及び推進病院等は、各種がん治療の副作用・合併症の予防や軽減など、患者の更

なる生活の質の向上を目指し、愛媛県歯科医師会等との医科歯科連携による口腔機能管理

（口腔ケア）の推進をはじめ、食事療法等による栄養管理やリハビリテーションの推進な

ど、多職種の配置及び職種間の連携を推進します。 

○医科歯科連携の下、口腔がんの外科切除による欠損部の再建等や嚥下訓練及び口腔機能管

理（口腔ケア）等に取り組み、適切な栄養サポートへ繋げます。 

（がんゲノム医療提供体制の構築） 

○国において、ゲノム情報等を活用し、個々のがん患者に最適な医療を提供するため、がん

ゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療連携病院を設置し、段階的に体制整備を進め

る事としていることから、国の動向を注視しつつ、拠点病院、推進病院、県等関係機関が

連携し、本県におけるがんゲノム医療の提供体制の構築に必要な取組みを検討します。 

○国立がん研究センターが中心となり、産学連携全国がんゲノムスクリーニングプロジェク

ト「ＳＣＲＵＭ‐Ｊａｐａｎ」が実施されており、本県からは、四国がんセンターが参加

していることから、連携協議会を通じ、県内の拠点病院及び推進病院等の関係医療機関と

連携を図りながら、がんゲノム医療提供体制の推進に協力します。 

 
 
※1放射線治療機器：当該機器は、リニアックなど、体外照射を行うための機器であることが指定要件 
 
※2特定機能病院：高度医療の提供及び開発等を行う病院として、一定の要件のもと厚生労働大臣の承認を受けた病院 
 
※3クリティカルパス：検査と治療等を含めた診療計画表 
 
※4キャンサーボード：各種がん治療に対して専門的な知識を有する複数の医師等が患者の治療方針等について総合的

に検討するカンファレンス 
 
※5地域がん診療病院：がん診療連携拠点病院がない２次医療圏に設置することができるもので、基本的に隣接する地

域の拠点病院とグループとして指定され、グループ指定される拠点病院との連携により、専門的ながん医療の提供、
相談支援や情報提供などの役割を担うもの。 

 
※6医学物理士：放射線を用いた医療が適切に実施されるよう、医学物理学の専門家としての観点から貢献する医療職 
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２ 医療連携体制の充実 

 

 切れ目のないがん医療を提供するため、愛媛県がん診療連携協議会の活動の更なる充実

を図り、地域連携クリティカルパスの普及や、ＩＣＴを活用したネットワークの整備等、

がん診療連携拠点病院及びがん診療連携推進病院から地域の医療機関・在宅療養まで、連

携体制の充実に取り組みます。 

 また、小児・ＡＹＡ世代のがん、希少がん・難治性のがんなど、特に専門的な対応を必

要とする患者等については、個々の病態に応じ、適切な治療等が提供できる医療機関へつ

なげられるよう、拠点病院を中心に役割分担と連携体制の構築を進めます。 

 

【目標】 

 ○愛媛県がん診療連携協議会における関係機関の連携強化 

 ○地域連携クリティカルパスの充実と活用の促進 

 ○専門的な治療等を提供できる医療機関と関係機関の連携強化 

 

【現状・課題】 

○県がん診療連携拠点病院である四国がんセンターを中心に、愛媛県がん診療連携協議会※1

（以下「連携協議会」という。）が設置され、がん医療及び相談支援体制等の向上へ向け、

関係医療機関、医療関係団体及び患者団体等との連携協力体制の強化が進められています。

同協議会には、がん地域連携専門部会、がん相談支援専門部会、がんの集学的治療専門部

会、緩和ケア専門部会、がん登録専門部会、がん看護専門部会の６つの専門部会が設置さ

れており、それぞれの分野において、関係機関の連携の下、最新の情報が共有されるとと

もに、専門的な検討が行われています。 

○患者数の多いがんに関する地域連携クリティカルパス※2については、全ての拠点病院及び

推進病院において、愛媛県統一版がん地域連携パスを整備しており、連携パスの運用に参

加する連携医療機関として県内215施設が、四国厚生支局へがん治療連携指導料の施設基準

に係る届出を行っていますが、切れ目のない地域連携体制の構築のため、利活用の更なる

促進が求められます。 

○希少がん、難治性がん、小児がん、ＡＹＡ世代のがん、免疫療法、ゲノム医療など、医療

技術の進歩に伴い、個々の患者の状況に応じて最適で質の高い治療等を提供できるよう、

専門的な対応が可能な施設への医療資源及び患者の集約化に取り組む必要があります。ま

た、それぞれのケースに応じて、速やかに適切な医療機関へつなげられるよう、拠点病院

を中心に関係機関の役割分担と連携の強化が求められます。 

 

【前計画で掲げた目標・現状】 
目    標 これまでの取組み 

医療機関の機能分担と連携により、地域におい
て適切ながん医療の提供体制を確保する。 

 

 県内６の２次医療圏域のうち４医療圏には、が
ん診療連携拠点病院（国指定）を設置し、その他 2
医療圏には、がん診療連携推進病院（県指定）を
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設置している。拠点・推進病院等は、県がん診療
連携協議会に参加することにより、それぞれ、機
能分担と連携が進められ、地域において適切なが
ん医療が提供できるよう体制整備を進めている。 

全てのがん診療連携拠点病院において、５大が
んに関する地域連携クリティカルパスの整備を
通じて、切れ目のない医療の提供を実現する。 

 愛媛県がん診療連携協議会により、５大がんの
ほか、前立腺がんに関する地域連携クリティカル
パスが整備・稼働されており、同協議会の地域連
携専門部会が定期的に開催され、充実が図られて
いる。 

がん診療連携拠点病院及びがん診療連携推進病
院は、質の高いがん医療体制を確保するととも
に、地域の医療機関との診療連携を推進し、患
者等に対する相談支援機能も強化する。 

 拠点病院及び推進病院等により、「愛媛県がん
診療連携協議会」が定期的に開催され、地域連携、
緩和ケア、相談支援、がん登録、集学的治療、看
護に関する６専門部会において、がん医療提供体
制、相談支援体制等について、連携強化が進めら
れている。 

 

【取り組むべき対策】 

（愛媛県がん診療連携協議会における連携体制の強化） 

○拠点病院及び推進病院における様々な取組みを基に、県全体のがん医療の質の向上を図る

ため、連携協議会において、各病院におけるＰＤＣＡサイクル確立のための支援に努めま

す。 

○連携協議会は、希少がん、難治性がん、小児がん、ＡＹＡ世代のがんなど、専門的な対応

が必要なケースについて、個々の患者の状況に応じ必要な支援が速やかに受けられるよう、

関係機関の役割分担と連携の強化に努めます。 

○連携協議会を中心として、個人情報に十分に配慮した上で、ＩＣＴ（情報通信技術）を活

用するなど、県医師会をはじめとした関係機関と協力し、必要な診療情報の共有を進め、

円滑な連携体制の構築に取り組みます。 

○県がん診療連携拠点病院である四国がんセンターは、都道府県がん診療連携拠点病院連絡

協議会等の全国ネットワークから得られる最新の情報について、連携協議会を通し、県内

の関係者へ情報提供を行います。 

（地域連携クリティカルパスの利用促進） 

○県がん診療連携拠点病院である四国がんセンターは、連携協議会において、地域連携クリ

ティカルパスの普及促進をはじめ、県内全域での活用を促進させるとともに、がん医療に

携わる専門的な知識及び技能を有する医療従事者を対象とした研修を実施するほか、地域

の拠点病院及び推進病院等に対し、情報提供、症例相談及び診療支援を行います。 

○拠点病院及び推進病院は、地域連携クリティカルパスを活用し、地域の医療機関等と協力

し、必要に応じて、退院時に当該がん患者に関する共同の診療計画の作成等を行います。 

○推進病院は、拠点病院が行う地域連携クリティカルパスの整備に協力するとともに、地域

の医療機関等と協力し活用を推進します。 

（拠点病院等と地域の医療機関との連携強化） 

○拠点病院及び推進病院は、専門的ながん医療を提供するだけでなく、地域における医療連

携の拠点として、医療従事者への研修、地域の医療機関に対する診療支援、院内がん登録、
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地域のがん患者等に対する情報提供や相談支援の実施等を行い、地域におけるがん医療提

供体制の連携強化に努めます。 

○拠点病院及び推進病院は、緩和ケアチームの設置による切れ目のない緩和ケアの提供、相

談支援センター設置による院内外のがん患者及びその家族並びに地域の住民及び医療機関

等からの相談等への対応、地域の医療機関・医師等に対する合同のカンファレンスや研修

の実施など、地域におけるがん診療等の連携拠点として様々な対策に取り組みます。 

○拠点病院は、地域全体のがん医療水準の向上のため、地域においてがん診療を行っている

医療機関に対する診療支援や、地域のがん診療に携わる医療従事者に対する研修を積極的

に実施します。 

○拠点病院及び推進病院は、緩和ケア病棟、緩和ケア外来、緩和ケアチーム、在宅療養支援

診療所との連携をはじめ、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、地域包括支援セ

ンター※3、認定がんナビゲーター※4等とも密接に連携し、地域ごとの連携強化を図ります。 

○拠点病院及び推進病院は、腫瘍センターなどのがん診療部を設置するなど、各診療科の横

のつながりを重視した診療体制の構築に努めるとともに、地域の医療機関の連携と役割分

担を図り、特に高度な技術と設備等を必要とする医療については、地域性に配慮し、計画

的に集約化を図ります。 

○地域連携や在宅医療・介護サービスについては、患者の複雑な病態や様々なニーズに対応

できるよう、関係機関の連携の下、地域の経験や創意を取り入れ、地域完結型の医療・介

護サービスを提供できる体制の整備を進めます。 

 
 
※1愛媛県がん診療連携協議会：都道府県がん診療連携拠点病院に設置され、がん医療に関する情報交換、都道府県内

の院内がん登録データの分析・評価、都道府県レベルの研修計画の調整、地域連携クリティカルパスの整備等を行
う。本県では、県がん診療連携拠点病院である四国がんセンターが主宰している。 

 
※2地域連携クリティカルパス：がん診療連携拠点病院と地域の医療機関等が作成する診療役割分担表、共同診療計画

表及び患者用診療計画表から構成されるがん患者に対する診療の全体像を体系化した表をいう。 
 
※3地域包括支援センター：高齢者の生活を総合的に支えていくことを目的に、平成18年度から創設された拠点。保健

師、社会福祉士、ケアマネージャー等が中心となって、介護予防に関するマネジメント、権利擁護、総合的な相談・
支援、ケアマネージャーへの支援などを行う。 

 
※4認定がんナビゲーター：拠点病院等に配置されているがん相談支援センター職員を補完する病院外の一般人を含め

た支援相談員（日本がん治療学会HP http://www.jsco.or.jp/jpn/）。 
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 【図 31】愛媛県がん診療連携協議会組織図 
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３ 医療従事者の育成 

 

 がん医療の更なる均てん化及び質の向上を図るため、手術療法、放射線療法、薬物療法

の他、病理診断、緩和ケア、リハビリテーションなど、治療、がん患者のＱＯＬの向上、

相談支援等、様々な分野において求められる質の高い専門的な人材の育成及び適正配置に

取り組むほか、ＩＣＴを活用した教育環境の整備など、受講者の負担を考慮した環境の構

築に努めます。 

 

【目標】 

 ○専門的な知識を持った人材の育成及び適正配置 

 ○ＩＣＴを活用した教育環境の整備 

 

【現状・課題】 

○文部科学省では、がんプロフェッショナル養成プラン※1として、がんに特化した医療人材

の養成を行う大学院の取組みに対し支援を行っており、中国・四国地方では、「中国・四

国広域がんプロ養成プログラム」が選定され、11 大学（岡山大学、愛媛大学、香川大学、

川崎医科大学、高知大学、高知県立大学、徳島大学、徳島文理大学、広島大学、松山大学、

山口大学）がコンソーシアムを形成し、多職種のがん専門職養成のためのコースワークが

整備されるなど、がん専門医療人の養成が推進されています。 

○各大学では、放射線療法や薬物療法、緩和ケア等のがん医療に専門的に携わる医師、薬剤

師、看護師、診療放射線技師、医学物理士等の医療従事者の育成が行われています。 

○学会、拠点病院を中心とした医療機関、関係団体、国立がん研究センターなどで、医療従

事者を対象として様々な研修が行われ、がん診療に携わる専門的な薬剤師、看護師等の認

定や育成が行われています。 

○手術療法、放射線療法、薬物療法、緩和ケア、病理診断、口腔機能管理（口腔ケア）など

様々ながん医療に専門的に携わる医師や歯科医師をはじめ、薬剤師や看護師等の医療従事

者が依然として不足しており、配置に地域的な偏在も見られます。 

○多様化かつ細分化した学会認定専門医制度になっており、専門医の質の担保や各医療機関

の専門医の情報が県民に分かりやすく提供されていないなどの指摘があります。 

○ゲノム医療等がん医療の進歩、希少がん、難治性がん及び小児・ＡＹＡ世代のがん等、個々

の病態等に応じた専門的な人材が求められるものの、限られた資源の中で、どのような人

材を重点的に育成すべきか方向性が定まっていないことが課題とされています。 

 

【前計画で掲げた目標・現状】 
目    標 これまでの取組み 

がん診療連携拠点病院をはじめとした医療機関
の専門医配置の有無等、がん患者にとって分か
りやすく提示できる体制を整備する。 

 国立がん研究センターのホームページ「がん情
報サービス」において公表されている他、各病院
のホームページにおいても公表している。 
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地域のがん医療を担う専門の医療従事者の育成
を推進し、がん医療の質の向上を図る。 

 四国がんセンター等拠点病院において、がん医
療に関する様々な研修が実施され、がん医療を担
う専門の医療従事者の育成・質の向上に取組んで
いる。 
 また、愛媛大学では、平成 24 年度から、「臨床
腫瘍学講座」を設置するなど、臓器・診療科横断
的ながん診療に関する教育体制を整備している。 

がん診療連携拠点病院及びがん診療連携推進病
院は、放射線療法、化学療法、緩和ケア等の各
分野について、学会等の専門資格を持つ医師、
薬剤師、看護師、診療放射線技師等を配置する
よう努めるとともに、その専門性を活かした活
動ができるよう環境を整備する。 

 各がん診療連携拠点病院及びがん診療連携推進
病院では、各種専門資格を持つ医療従事者の配置
に努めており、計画策定以後着実に増加している。 

 

［がん医療に係る学会等の資格の例］         ※（ ）内は拠点病院及び推進病院 

 全   国 愛 媛 県 

日本放射線腫瘍学会放射線治療専門医（H28.12.1 現在） １，０８６人  １２人 （１１）

日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医（H29.11.28 現在） １，１８９人  １８人 （１４）

がん治療認定医（H29.4.1 現在） １５，５７２人 １９１人（１６４）

日本乳がん学会乳腺専門医（H29.1.1 現在） １，４８７人  １６人 （１５）

日本消化器外科学会消化器外科専門医（H29.12.3 現在） ６，４３９人  ７２人 （５２）

呼吸器外科専門合同委員会呼吸器外科専門医（H29.11.1 現在） １，４３４人  ２０人 （１７）

日本肝臓学会肝臓専門医（H30.1.18 現在） ６，４６６人 １０９人 （５３）

日本血液学会認定血液専門医（H29.6.23 現在） ３，８０６人  ４６人 （４０）

日本緩和医療学会暫定指導医（H24.7.2 現在） ６０７人  １１人 （１０）

がん看護専門看護師（H29.11.28 現在） ７１３人   ７人  （５）

緩和ケア認定看護師（H29.11.28 現在） ２，２１７人  ２２人 （１６）

がん性疼痛看護認定看護師（H29.11.28 現在） ７６９人   ４人  （４）

がん化学療法看護認定看護師（H29.11.28 現在） １，５３４人  ２４人 （２０）

乳がん看護認定看護師（H29.11.28 現在） ３４２人   ６人  （５）

がん放射線療法看護認定看護師（H29.11.28 現在） ２５４人   ３人  （３）

日本医療薬学会がん専門薬剤師（H29.7.27 現在） ５２５人  ７人  （７）

日本放射線治療専門放射線技師（H29.10.1 現在） １，７７４人  ２５人 （２５）

認定遺伝カウンセラー（H29.12 月現在） ２２６人 ３人  （３）

 

【取り組むべき対策】 

（大学における人材育成） 

○愛媛大学及び松山大学は、中国・四国地方の11大学（愛媛大学、岡山大学、香川大学、川

崎医科大学、高知大学、高知県立大学、徳島大学、徳島文理大学、広島大学、松山大学、

山口大学）で形成する「中国・四国広域がんプロ養成コンソーシアム」の活用により、拠

点病院とも連携しつつ、がん専門医療人の養成に取り組みます。 
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○愛媛大学では、各講座において、専門的な人材の養成に取り組むほか、平成24年度に大学

院医学系研究科医学専攻に新たに設置した「臨床腫瘍学講座」において、チーム医療の中

で、がんを全人的に捉え、臓器横断的な対応ができる人材の養成に取り組みます。 

（拠点病院における人材育成） 

○県がん診療連携拠点病院である四国がんセンターは、地域拠点病院等と連携し、多職種に

よるチーム医療を推進するための研修プログラムを開発し、人材の養成に努めます。 

○拠点病院は、院内及び院外の医療従事者を対象に、それぞれの地域で求められるがん医療

の向上に必要な研修を行うなど、引き続き、地域のがん医療を担う医療従事者の育成に努

めます。 

○拠点病院及び推進病院等がん診療に携わる医療機関は、国立がん研究センターや学会等が

実施する研修等へ、医療従事者が参加しやすい環境を整備するよう努め、専門資格の取得

を促進します。 

○拠点病院及び推進病院は、放射線療法及び薬物療法を含む質の高い集学的治療を行えるよ

う、研修を通じ各学会の診療ガイドラインに準ずる標準的治療の一層の普及を図ります。 

（その他の取組み） 

○研修実施機関は、ＩＣＴを活用したeラーニングシステムの導入など、受講者の負担に配慮

した研修提供システムの構築に努めます。 

○拠点病院は、専門医等の配置状況について、ホームページ等で情報提供を行います。 

 

【図32】中国・四国広域がんプロ養成コンソーシアム構成図 

 
 
※1がんプロフェッショナル養成プラン：手術療法、放射線療法、薬物療法その他のがん医療に携わるがん専門医療人

を養成する大学の取組みを支援することを目的とする文部科学省の事業。 
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４ 希少がん・難治性がん対策（それぞれのがんの特性に応じた対策） 

 

 希少がん・難治性がん対策については、国における研究の進捗状況等を注視しつつ、

医療機関の役割分担と連携強化に取り組むなど、個々のがん患者の病態に応じて、速や

かに適切な治療等が提供できる医療機関へつなげられるよう、施設・患者の集約化及び

円滑な診療連携体制の構築に取り組みます。 

 また、治療が可能な医療機関の情報及び連携体制について、県民、地域の医療機関及

びその他関係機関等に対して幅広く周知を図ります。 

 

【目標】 

 ○希少がん及び難治性がんの患者を適切な医療機関へ繋げるための環境整備 

 ○希少がん及び難治性がんへ対応が可能な医療機関等に関する情報提供 

 

【現状・課題】 

○希少がんは、概ね罹患率が人口10万人当たり６例未満であり、数が少ないため診療・受療

上の課題が他のがん種に比べて大きいがん種と定義されており、その医療の提供について

は、患者の集約化や施設の専門化、各々の希少がんに対応できる病院と地域の拠点病院等

や小児がん拠点病院との連携強化、及びこれらの医療提供体制について幅広く周知するこ

とが必要とされています。 

○医療技術等の進歩に伴い、全がんの５年相対生存率は上昇しているものの、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こと等から、５年相対

生存率が改善されていない膵がん、スキルス胃がん等の難治性がんは、未だ有効な診断・

治療法が確立されていないことが課題とされています。 

 

【取り組むべき対策】 

○希少がんについては、数は少ないものの、県内においても一定数の罹患が見込まれますが、

対応可能な医療機関等へ繋げるために必要な情報が不足しています。今後、国が適切な集

約化と連携のあり方について、「希少がん対策ワーキンググループ」等の議論を踏まえ、

検討することとしていることから、この検討結果を踏まえ、県内においても、県がん診療

連携協議会を通じたネットワークの構築など、連携体制を整備し、県民、地域の医療機関

等関係機関への幅広い周知に取り組みます。 

○難治性がんについては、未だ有効性の高い診断・治療法が確立していない中、国が、ゲノ

ム医療やリキッドバイオプシー等を用いた低侵襲性診断技術や早期診断技術、治療技術等

の開発を推進することとしているため、県がん診療連携拠点病院等においても、有効性の

高い診断・治療方法等の研究の進展等について随時、県がん診療連携協議会等を通じ共有

するとともに、確立されたものについては、県民、地域の医療機関等関係機関への周知に

取り組みます。  
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５ がん登録の精度向上 

 

 科学的根拠に基づくがん対策を推進するため、基礎データとなる各種がん登録について、

更なる精度向上を目指します。また、行政において、それぞれの地域に求められる効果的

ながん対策が立案できるよう、又がんに関する研究等において、がん登録から得られた資

料の利活用が進むよう、がん登録の意義等について普及啓発を進めるとともに、個人情報

に十分に配慮しつつ、データ利用しやすい制度の構築に取り組みます。 

 

【目標】 

 ○がん登録の充実及び精度の向上 

 ○がん登録の普及啓発及び研究等への活用促進 

 

【現状・課題】 

○国立がん研究センターのがん登録に係る研修については、全ての拠点病院の実務担当者が

受講しています。また、連携協議会のがん登録専門部会において、各種実務者研修が実施

されており、拠点病院及び推進病院等のがん登録実務者の資質の向上及び精度の向上に取

り組んでいます。 

○県は、平成28年１月から開始された全国がん登録※1については、各医療機関において、登

録実務が円滑に進むよう、実務担当者向けの研修会を開催しています。 

○愛媛県の地域がん登録※2における全部位のＤＣＯ※3割合は、7.2％（平成25年診断分）と

なっており、大幅な改善を実現しました。 

○各種がん登録から得られる情報については、個人情報に十分に配慮しつつ、今後、行政等

において、科学的な根拠に基づく実効性のあるがん対策の立案等に、積極的に活用される

ことが期待されます。 

○全国がん登録については、平成30年末頃から、情報の利用が可能となる見通しのため、研

究や施策の立案等のため関係者が利用しやすい仕組み作りが必要です。 

○平成27年まで実施してきた地域がん登録については、これまで行政等の施策に十分に活用

されていないため、わかりやすい形へ加工し、情報提供を行うことが求められます。 

 

【前計画で掲げた目標・現状】 

目    標 
前計画策定時 

（平成 24 年度） 
現 状 

（平成 29 年度） 

院内がん登録を実施している医療
機関数の増加を通じて、がん登録
の精度を向上させる。 

拠点病院７病院 
推進病院６病院 

拠点病院７病院 
推進病院８病院 
全拠点病院及び 

推進病院で実施済 

正確ながんの罹患数や罹患率、生
存率等を把握し、がんに関する研
究、分析へ活用することができる
がん登録を実現する。 

― 
地域がん登録データの蓄積が
進み、罹患数、罹患率、生存
率が公表されている。 
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地域がん登録における精度の指標
（がん診断の信頼性）である 
ＤＣＯ（死亡票のみで登録された
患者（Death Certificate Only))
を 20％以下とする。 

   24.0％ 
（平成 19 年診断）） 

 7.2％ 
 6.8％（国際 DCO） 
（平成 25 年診断） 
目標の 20％以下を達成 

 

【取り組むべき対策】 

○拠点病院及び推進病院は、がん登録実務担当者の研修の受講促進や病院間の技術的相互支

援・訪問調査等を通じて、がん登録の実施体制の充実に努め、院内がん登録の精度の向上

を図ります。 

○拠点病院等は、院内がん登録※4を実施する医療機関数が増加し、更に精度が向上するよう、

がん登録の意義及び重要性について、関係者の理解促進に努めます。 

○県及び県がん診療連携協議会は、がん登録のデータを活用した県民への情報提供の充実に

取り組みます。 

○県は、全国がん登録実務担当者を対象とした研修を実施し、全国がん登録の円滑な実施、

及び精度の向上に取り組みます。 

○県及び市町は、各種がん登録で得られたデータについて、個人情報に十分に配慮しつつ、

情報提供・情報公開し、がん予防の推進、がん医療の向上、がんとの共生等効果的ながん

対策の立案に活用します。 

 
 
※1全国がん登録：日本でがんと診断された全ての人のデータを、国で１つにまとめて集計・分析・管理する仕

組み。「がん登録等の推進に関する法律」の施行により、平成 28 年 1 月から開始された。 
 

※2地域がん登録：特定の地域に居住する住民に発生した全てのがん患者を対象とするがん登録。対象地域にお
ける各種がん統計値（罹患数・率、受療状況、生存率）の整備を第１の目的とする。平成 28 年以降は、全国が
ん登録として登録することとなった。 

 
※3ＤＣＯ(Death Certificate Only)：がん登録に登録されたデータのうち、死亡情報のみで登録されており、診

断・治療時等への遡及調査が行われていないもの。がん登録の精度の指標として用いられ、DCOの割合が低い
ほど、登録の精度が高いとされる。国際的な水準では 10％以下であることが求められる。 

 
※4院内がん登録：医療施設において、その施設の全てのがん患者を対象に実施するがん登録。医療施設におけ

る診療支援とがん診療の機能評価を第１の目的とする。 
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Ⅲ がんになってもお互いに支え合い、安心して暮らせる地域社会の実現 

１ がんに関する相談支援及び情報提供 

 

 がんの診断を受けた直後から治療後の療養生活まで、様々な場面において、がん患者

及びその家族が抱える悩みや不安に対して、必要な時に適切な相談支援が受けられるよ

う、拠点病院等のがん相談支援センター、患者団体、行政等関係機関が連携し、相談支

援体制の更なる充実及び質の向上に取り組みます。 

 また、がん患者やその家族が、速やかに、科学的根拠に基づく正確かつ必要な情報に

到達できるよう、情報提供体制の充実に取り組みます。 

 

【目標】 

 ○関係機関の連携による相談支援体制の充実・質の向上 

 ○ピアサポート活動の更なる充実 

 ○診断早期からの相談支援体制の構築 

 ○行政、関係機関等による適切な情報発信 

 

【現状・課題】 

○医療技術の進歩や情報端末の進化により、がんの予防から治療、療養に至る膨大な情報が

溢れていますが、中には、正確でない情報も少なくなく、患者やその家族が、医療機関や

治療方法等の選択に迷う場面が増えています。 

○がん予防のための生活習慣の改善やがん検診の受診勧奨など、予防に関する情報提供や相

談等は、保健所、市町保健センター、健診機関等においても実施しています。 

○がんに対する不安や疑問に対応する相談支援センターが、県内の全ての拠点病院に設置さ

れ、国立がん研究センターがん対策情報センター※1の研修を修了した専門相談員が配置さ

れるなど相談体制の強化が図られています。また、県内の全ての推進病院にも相談支援セ

ンターが設置され、拠点病院等とも連携を取りながら、それぞれの地域において、がんに

関する様々な相談に対応する体制を構築しています。 

○四国がんセンターは、「がん患者・家族総合支援センター」を整備し、がん患者とその家

族に対する相談支援機能の充実をはじめとして、入院から在宅に移行した後の療養生活の

受け皿となる地域の医療機関に対する支援機能の強化を図るなど、県がん診療連携拠点病

院として、がん患者及びその家族のほか、がん対策に携わる関係者への総合的な支援に取

り組んでいます。 

○患者やその家族からは、専門家による相談支援に加え、患者の視点や経験を活かした情報

提供や、心の悩みや体験を語り合う交流の場が必要との要望があり、県では、これまで、

患者や家族同士で支え合うピアサポート※2体制の整備に取り組んできました。 
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○県は、患者団体（ＮＰＯ法人愛媛がんサポートおれんじの会（以下「おれんじの会」とい

う。））と連携して、ピアサポートの人材育成のため、自らのがん体験を生かして、がん

患者、家族の力になりたいと考えている患者とその家族等を対象に、相談ノウハウを修得

するためのピアサポーター養成研修を開催し、拠点病院等で定期的な院内ピアサポート活

動に取り組んでいます。 

○がん患者や家族が、がんの療養生活等で生じる不安を身近な場所で気軽に相談し、様々な

分野の情報をワンストップで入手できる場として、おれんじの会が運営する「がんと向き

合う人のための町なかサロン（松山市末広町）」において、ピアサポーターによる相談支

援が実施されている他、拠点病院の相談支援センターと連携し、医療や介護、心理面の悩

みなど、様々な分野の相談に対応できる多様な専門職の協力が得られる体制を整備してい

ます。 

○拠点病院等では、院内ボランティア等の協力の下、患者と医療従事者が交流する患者サロ

ン、がんカフェ等が開催されています。また、県は、おれんじの会と連携し、拠点病院の

患者サロン等に対し、ピアサポーターを派遣しています。 

○患者とその家族のニーズが多様化している中、拠点病院等においても、相談支援センター

の体制や実績に格差がみられ、相談支援や情報提供の質に影響することが懸念されるほか、

相談員の人員も限られる中、どの窓口においても、最新の情報が提供され、精神心理的に

も患者とその家族を支える体制の構築などが課題とされます。 

 

【前計画で掲げた目標・現状】 
目    標 これまでの取組み 

がん患者やその家族は、身体面、精神面、生活
面で、様々な不安や心配を抱えており、その負
担の軽減に資するため、行政や保健医療機関、
がん体験者等が、それぞれの特性を活かした役
割分担と連携により、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
支援体制の充実強化に努める。 

 県内の全ての２次医療圏に、がん診療連携拠点
病院又はがん診療連携推進病院設置され、がん相
談支援窓口において、様々な相談に対応している。 
 

がん患者及びその家族等の経験を生かした支援
活動等を推進し、がん患者等の負担軽減を図る。 

 松山市内に「町なかサロン」が設置されており、
ピアサポーターによる相談支援活動が実施されて
いるほか、拠点病院へもピアサポーターが派遣さ
れ、がん患者及び家族等の経験を生かした支援活
動が実施されている。その他、独自の取り組みと
して、がん経験者によるピアサポート活動が進め
られている病院もある 

町なかサロン相談件数（H28.4.1～H29.3.31）
（人） （件）

サロン利用 156 136
医療相談 69 59
電話相談 92 92
合計 317 287

特別サロン 45回 213人

年間相談件数（H28年度）
拠点病院 （件）
四国がんセンター 9,502
住友別子病院 610
済生会今治病院 1,928
県立中央病院 4,075
愛媛大学医学部附属病院 1,337
松山赤十字病院 1,200
市立宇和島病院 2,078
合計 20,730
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がんに関する一般的な相談は、保健所や市町、
健診団体等で対応するとともに、医療に関する
相談は、がん診療連携拠点病院の相談支援セン
ターやがん診療連携推進病院の相談支援窓口を
中心に機能強化に努めるほか、精神面や生活面
の相談は、患者団体と連携して、がん経験者に
よるピアサポート体制の整備に取り組むなど、
がん患者を含めた県民の視点に立った相談支援
体制を構築する。 

①一般的な相談 
 全ての市町でがん検診が実施されており、その
際に市町及び検診団体が適宜住民からの相談に対
応している。 
②医療に関する相談 
 全てのがん診療連携拠点病院及びがん診療連携
推進病院にがん相談支援窓口が設置され、様々な
相談に対応しているほか、「町なかサロン」にお
いても、定期的に医療相談が実施されている。 
③精神面、生活面の相談 
 松山市内に「町なかサロン」が設置されており、
ピアサポーターによる相談支援が実施されてい
る。また、一部の拠点病院へも患者団体からピア
サポーターが派遣され、がん患者及び家族等の経
験を生かした支援活動が実施されている。 
 四国がんセンターの患者・家族総合支援センタ
ーにおいて、ハローワーク松山と連携した就職相
談、社会保険労務士による就労支援の取組みが実
施されている他、おれんじの会においても、キャ
リアコンサルタントによる就職相談や仕事と治療
の両立への相談支援の取組みが進められている。 

 

【取り組むべき対策】 

（関係機関の連携による相談支援体制の充実） 

○四国がんセンターは、「がん患者・家族総合支援センター」において、がん患者とその家

族に対する相談機能の充実や、入院から在宅に移行した後の療養生活の受け皿となる地域

の医療機関に対する支援機能の強化を図るなど、がん対策に携わる関係者への総合的な支

援体制を構築するなど、県がん診療連携拠点病院としてがん対策の中核的機能を担います。 

○拠点病院等においては、患者と医療従事者が交流する患者サロンが、患者団体及び院内ボ

ランティア等の協力により実施されています。行政及び拠点病院は、患者や家族の気持ち

に寄り添うこうした取り組みが継続できるよう支援に努めます。 

○愛媛県がん相談支援推進協議会が中心となって、総合的な相談支援体制のあり方等につい

て検討を進め、愛媛県議会がん対策推進議員連盟が提案する、全市町へのがんサロン設置

との関係にも十分留意しながら、県民本位の相談支援体制の更なる充実に努めます。 

○行政、拠点病院等、患者団体等の各レベルでどのような情報提供と相談支援が適切か明確

にし、医療機関、患者団体、企業等の協力の下、より効果的な体制構築を進めます。 

（ピアサポート活動の更なる充実） 

○がん患者やその家族が、がんの療養生活等で生じる不安を身近な場所で気軽に相談し、様々

な分野の情報をワンストップで入手できる場として、おれんじの会が運営する「がんと向

き合う人のための町なかサロン」が交通の便のよい中心市街地に開設されています。引き

続き、ピアサポートに主体的に取り組んできたノウハウの活用に加え、拠点病院の相談支

援センターと連携して、医療や介護、心理面の悩みなど様々な分野の相談に対応できる体

制を整備し、患者とその家族に対する一層の相談支援の充実に努めます。 

○がん患者やその家族の保有する不安や悩みを軽減するためには、がんを経験した者が当事

者としての経験を踏まえ相談支援を行うことが求められることから、県では、引き続き、
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ピアサポートを推進するための研修を実施するなど、がん患者・経験者との協働により、

ピアサポートの更なる充実に努めます。 

（診断早期からの切れ目のない相談支援体制の構築） 

○県、市町、検診団体及び医療機関等は、がん患者及びその家族が、がん検診から診断、治

療、経過観察に至るまで、患者・家族が必要とするときに切れ目なく適切な相談が受けら

れるよう、患者団体及びがん対策推進員等のボランティアとも協力し、幅広くがん相談窓

口の周知及び連携の強化に取り組みます。 

○県及び連携協議会は、希少がん、難治性がん、小児がん・ＡＹＡ世代のがんなど、特に専

門的な対応を要するなど、対応可能な医療機関等が少ないケースについて、がんの診断後、

速やかに適切な相談場所を案内できるよう、関係機関の適切な役割分担を基に、拠点病院、

推進病院、その他精密検査実施医療機関及び相談支援窓口等の連携体制の構築に取り組み

ます。 

（がん相談支援窓口の患者・家族及び県民への周知） 

○がん対策に取り組む関係機関は、いつでも県民ががんに関する適切な相談が受けられるよ

う、健康イベントをはじめとした幅広い機会をとらえて、がん相談支援窓口の周知及び相

談機会の提供に取り組みます。 

○拠点病院及び推進病院は、診断早期のがん患者及び家族に対して、相談支援窓口の情報を

確実に伝え利用につながる体制を整えます。 

○愛媛県がん相談支援推進協議会が中心となって、療養生活における不安や悩みへの対応や

がん医療のこと等、がん患者及びその家族が求める情報を、患者・家族の視点で取りまと

めた冊子等の患者支援ツールを作成し、科学的根拠に基づく正しい情報の普及に取り組み

ます。 

○県及び医療機関は、医療機能情報提供制度※3において、がんに関する事項を含め、医療機

能情報をわかりやすく提供します。 

○拠点病院及び推進病院は、相談支援センターの人員確保、院内及び院外への広報、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

みを実施するよう努め、県はこうした取組みを支援します。 

○拠点病院は、相談支援センターと院内診療科との連携を強化し、特に精神心理的苦痛を持

つ患者とその家族に対して、専門家による診療を適切な時期に提供するよう努めます。 

（相談支援に携わる人材の育成及び患者団体との連携） 

○拠点病院は、相談支援センターにがん対策情報センター等による研修を修了した専任者を

複数人配置するとともに、院内及び地域の医療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及

びその家族並びに地域の住民及び医療機関等からの様々な相談に対応する体制を整備する

ため、相談支援に関し十分な経験を有するがん患者団体との連携体制の構築に積極的に取

り組みます。 

○推進病院は、院内に相談支援機能を有する窓口を設置し、相談員を配置するとともに、拠

点病院と連携して、患者、その家族及び地域の医療機関等からの相談等に対応する体制の

充実に努めます。 
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（医療従事者に対する相談支援） 

○希少がん・難治性がん、小児がん・ＡＹＡ世代のがんなど、専門的な対応が必要ながん患

者及び家族等に対し、医療従事者が適切な施設を紹介できるよう、四国がんセンターの患

者・家族総合支援センターの活用等、がん診療連携協議会等において、医療従事者等に対

する相談支援体制について検討します。 

○病理医の不足が深刻化する中、拠点病院及び推進病院において、速やかに適切な病理コン

サルテーションが受けられるようネットワークの充実を推進します。 

（行政、関係機関等による適切な情報発信） 

○県は、愛媛県診療連携協議会がん登録部会で進めている『がん登録データを活用した情報

提供サイト』作成等の取組みを支援することにより、愛媛県内のがん治療に関わるすべて

の正しい情報をまとめたワンストップ窓口を整備し、がん患者及びその家族を含む県民が、

いつでも必要な情報が得られる体制を構築します。 

○県は、生活習慣病予防のための県民健康づくり運動や、ピンクリボンえひめによる乳がん

の予防啓発運動等を通じ、がん対策推進員等のボランティア、市町・検診機関・企業とも

連携し、県民に対するがんに関する正しい知識の普及啓発に取り組みます。 

（これまでの取組みを踏まえた実効性のある相談支援体制の確保と質の向上） 

○県は、これまでの第１期、第２期を通した10年間の相談支援に関する取組みについて、が

ん患者・家族等を対象とした実態把握調査を実施し、質的な評価を行うことにより、相談

支援体制の更なる充実と質の向上を図ります。 

 

  

 

※1がん対策情報センター：国立がん研究センターに設置され、我が国のがん情報提供ネットワークの中核的役割を担

う。がん医療情報提供機能、がんサーベイランス機能、多施設共同臨床研究支援機能、がん診療支援機能、がん研究

企画支援機能、情報システム管理機能等を行う。 

 

※2ピアサポート：同じような立場の人によるサポート。ピアサポーターは、同じ立場での支援者。がんピアサポータ

ーは、がん体験者や家族が、がんの正しい知識と対話スキルを身に付け、自身の体験を生かし、患者や家族のこころ

のサポートをする活動。 

 

※3医療機能情報提供制度：医療を受ける者が病院等を適切に選択できるよう、医療法に基づき、医療機関が、その提

供する医療について情報提供等を行う制度。これらの情報は、医療機関から都道府県に報告され、都道府県はインタ

ーネット等で公表する。 
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２ 緩和ケア 

 

 患者とその家族等が、がんと診断された時から身体的・精神心理的・社会的苦痛など、

「全人的な苦痛」に対して、適切に緩和ケアを受けることにより、こうした苦痛が緩和

され、患者とその家族等のＱＯＬが向上するよう、がん診療に携わる全ての医療従事者

に対して緩和ケアに関する基本的な知識と技術の習得を進めるとともに、緩和ケアチー

ム等による専門的な緩和ケアの提供体制の充実に取り組みます。 

 

【目標】 

 ○がんと診断された時からの緩和ケアの推進 

 ○心のケアを含む切れ目のない全人的な緩和ケアの提供 

 ○緩和ケアの意義及び必要性等に関する普及啓発 

 

【現状・課題】 

○平成 28年 12 月に改正された基本法第 15 条により、緩和ケアは、「がんその他の特定の疾

病に罹患したものに係る身体的若しくは精神的な苦痛又は社会生活上の不安を緩和するこ

とによりその療養生活の質の維持向上を図ることを主たる目的とする治療、看護その他の

行為をいう」と定義されました。 

○県内の全ての拠点病院に緩和ケアチーム※1が設置されるとともに、全てのチームに身体及

び精神の緩和に携わる医師が配置されているほか、全ての推進病院にも緩和ケアチームが

設置されています。 

○拠点病院では全７病院、推進病院では８病院中５病院において、緩和ケア外来※2が設置さ

れるなど、外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制の整備が進んでいます。 

○緩和ケア研修会については、７拠点病院において、がん患者の主治医や担当医となる者 577

名のうち 526 名が修了し、受講率は 91.2％（47 都道府県中第７位：平成 29 年３月末現在）

です。 

○県がん診療連携協議会では、チームによる質の高い緩和ケアの提供のため、医師だけでな

く、看護師、薬剤師等の医療従事者についても、緩和ケア研修会の受講促進に取り組んで

おり、643 名が受講しています（平成 29年 10 月 31 日現在）。 

○基本的な緩和ケアの習得のために、初期臨床研修の２年間で、全ての研修医が研修会を受

講することが必要との指摘があります。 

○専門的な緩和ケアが提供できる人材の育成のため、県は、四国がんセンターへの委託によ

り、緩和ケア研修会により基本的な緩和ケアを修得した者を対象として、専門的な緩和ケ

アが提供できる人材を育成するため、緩和ケアフォローアップ研修会を実施しています。 

○緩和ケア病棟を有する県内の病院は、宇摩圏域の１施設・17床、新居浜・西条圏域の１施

設・15床、今治圏域の１施設・20床、及び松山圏域の２施設・63床となっており、南予地

域には緩和ケア病棟がありません。 
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○厚生労働省が実施した「終末期医療に関する調査」では、最期の看取りの場として、国民

の47％が「緩和ケア病棟」を、32％が「今まで通った病院」を希望しています。 

○これまで重点課題として取り組んできた緩和ケアについては、精神心理的な痛みなど、患

者とその家族が抱える様々な苦痛に対して、迅速かつ適切な緩和ケアが実施されているか、

研修会修了者数といった数値の他、質的な評価が必要との意見があります。 

○これまで取り組んで来た緩和ケア研修会については、患者の視点や遺族調査等の結果を取

り入れること、主治医と専門的な緩和ケア部門との連携方法をプログラムに取り入れるこ

とや、医療従事者が受講しやすいよう利便性の向上が求められています。 

○がん患者の家族・遺族等に対するグリーフケア※3についても、緩和ケア研修会を通じて充

実を図ることが求められています。 

○平成29年12月には、国において、「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会

の開催指針」が策定され、がん患者以外の患者に対する緩和ケアの提供、受講者の負担に

配慮したe-learningの導入等が新たに盛り込まれました。 

 

【前計画で掲げた目標・現状】 
目    標 これまでの取組み 

患者とその家族が抱える様々な苦痛に対する全
人的なケアを診断時から提供し、確実に緩和ケ
アを受けられるよう、がん診療に携わる全ての
医療従事者が、基本的な緩和ケアを理解し、知
識と技術を習得する。特にがん診療連携拠点病
院等では、自施設のがん診療に携わる全ての医
師が緩和ケア研修を修了する。 

 がん患者の主治医や担当医となる者 577 名のう
ち、526 名が緩和ケア研修を修了、受講率は 91.2%
であり、47 都道府県中第 7位（H29 年 3 月末現在）。 
 

がん診療連携拠点病院等を中心に、専門的な緩
和ケアを迅速に提供できる診療体制を整備す
る。 
入院、通院治療を通じて、専門医や専門看護師
等がチームとなって、患者や家族のサポートを
行えるよう、緩和ケアチーム※1 や緩和ケア外来
※2 の緩和ケア提供体制の整備と質の向上を図
る。 

・全ての拠点病院及び推進病院に緩和ケアチーム
が設置されている。 
・拠点病院の緩和ケアチームに身体及び精神の緩
和に携わる医師が配置されている。 
・緩和ケア外来の設置 
  拠点病院 ７／７施設 
  推進病院 ６／８施設 
・緩和ケア病棟の整備状況 
 ＨＩＴＯ病院（宇摩圏域）      17 床 
 西条愛寿会病院（新居浜・西条圏域） 15 床 
 済生会今治病院（今治圏域）     20 床 
 四国がんセンター（松山圏域）    25 床 
 松山ベテル病院（松山圏域）     38 床 

合計       5 施設      115 床 

がん患者とその家族が、質の高い療養生活を送
ることができるよう、心のケアを含めた全人的
な緩和ケアを、診断、治療、在宅など様々な場
面で切れ目なく実施し、患者が希望する療養の
場所や看取りの場の確保を図る。 
 

・緩和ケア研修会指導者研修修了医師数 
 H30.1 月現在 35 名（PEACE PLOJECT HP より） 
・精神腫瘍学の基本教育に関する指導者研修会修
了医師数 
 H30.1 月現在 14 名（PEACE PLOJECT HP より） 
・医療用麻薬の消費量 
 モルヒネ換算合計 34.639g/千人（H27 厚労省調 
 全国 34 位、全国平均 38.715/千人） 
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【取り組むべき対策】 

（がんと診断された時からの緩和ケアの推進） 

○医療機関は、患者とその家族が抱える様々な苦痛に対する全人的なケアを、診断時から提

供し、確実に緩和ケアを受けられるよう、患者とその家族が抱える苦痛を適切に汲み上げ、

がん性疼痛をはじめとする様々な苦痛のスクリーニングを診断時から行うなど、緩和ケア

提供体制の充実に取り組みます。 

〇全ての医療従事者は、診断結果や病状を患者及びその家族へ伝える際には、心情に十分に

配慮するものとします。 

（基本的な緩和ケアの提供） 

○拠点病院は、県が四国がんセンターへの委託により設置した緩和ケアセンターを核として、

これまで取り組んできた緩和ケア研修会の質の向上を図るため、患者の視点を取り入れる

など、研修内容の更なる充実を図ります。 

○拠点病院は、緩和ケア研修会について、がん医療に携わる医師の他、歯科医師、薬剤師、

看護師、歯科衛生士等の医療従事者も受講しやすい環境づくりと受講の促進に努めます。 

○大学等の教育機関では、実習などを組み込んだ緩和ケアの実践的な教育プログラムを策定

する他、医師の卒前教育を担う教育指導者を育成するよう努めます。 

○県は、これまでの緩和ケアの提供に関する取組みについて、がん患者・家族等を対象とし

た実態調査を実施し、質的な評価を行うことにより、緩和ケア提供体制の更なる充実と質

の向上を図ります。 

（専門的な緩和ケアの提供） 

○拠点病院等が中心となって、医師をはじめとする医療従事者の連携を図り、患者とその家

族が、緩和ケアチーム等が提供する専門的な緩和ケアへのアクセスが容易になるよう改善

するとともに、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よう体制の充実に努めます。 

○専門的な緩和ケアの質の向上のため、拠点病院が中心となり、がん看護専門看護師・認定

看護師、がん専門薬剤師、がん病態栄養専門管理栄養士、社会福祉士、臨床心理士等の育

成及び適正配置を図り、緩和ケアチームや緩和ケア外来の診療機能の向上を図ります。 

（心のケアを含む切れ目のない全人的な緩和ケアの提供） 

○拠点病院は、精神心理的苦痛に対するケアを推進するため、サイコオンコロジスト※4（精

神腫瘍医）や臨床心理士等の心のケアを専門的に行う医療従事者の育成に取り組みます。 

○精神心理的・社会的苦痛にも対応できるよう、拠点病院や医師会、薬剤師会、看護協会等

は、医師だけでなく、がん診療に携わる医療従事者に対して、幅広に緩和ケア研修の受講

促進に取り組み、基本的な緩和ケアの更なる普及と実践を推進します。 

○がん性疼痛で苦しむ患者をなくすため、関係者等が一体となって、がん性疼痛の緩和に有

効な医療用麻薬等の適正な使用と普及を図ります。 

（緩和ケアの意義及び必要性等に関する普及啓発） 
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○県及びがん診療連携拠点病院等は、緩和ケアの意義やがんと診断された時からの緩和ケア

が必要であることを、様々な機会をとらえ、県民や医療・福祉従事者などに対して幅広く

普及啓発します。 

 
 
※1緩和ケアチーム：医師、看護師、医療心理に携わる者等で構成するチーム。緩和ケアチームは、一般病棟において

チーム医療の一部として緩和医療を提供するとともに、対象患者が退院した後も必要に応じて外来等において緩和医
療を継続して提供する。 

 
※2緩和ケア外来：通院中の患者に対して、院内の緩和ケアチームが行う外来。入院中に緩和ケアチームの診療を受け

ていた患者も、退院後引き続き緩和ケア外来で診療を行う。 
 
※3グリーフケア：大切な人を失い、残された家族等の身近な者が悲しみをいやす過程を支える取組みのこと。ビリー 

ブメントケアともいう。 
 
※4サイコオンコロジスト：精神腫瘍医。がん患者やその家族などの精神的な問題解決を目的とする精神腫瘍学を専門

的に行う医師。 
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３ 在宅医療の推進 

 

 がん患者が住み慣れた家庭や地域での治療や療養生活を選択できるよう、がん診療連

携拠点病院等と地域において在宅医療を提供する医療機関等との切れ目のない連携体制

の構築を図るとともに、在宅緩和ケアに携わる多職種の人材育成など、在宅医療提供体

制の充実に努めるほか、地域における取組み事例及び医療・福祉を含む支援体制等につ

いて、関係機関が協力し、県民に対する情報提供に取り組みます。 

 

【目標】 

 ○住み慣れた家庭や地域での療養生活の支援 

 ○多職種協働による在宅緩和ケア提供体制の充実 

 ○質の高い在宅緩和ケアを提供できる人材の育成 

 ○在宅緩和ケアに関する情報提供 

 

【現状・課題】 

○愛媛県在宅緩和ケア推進協議会は、県の支援により、拠点病院等におけるがん治療を終了

した患者が、退院後、住み慣れた自宅や地域に戻り、がんの痛みや苦痛症状の緩和を受け

ながら、自分らしい療養生活を送ることができるよう、県内各地で、多職種連携チームに

よる「愛媛県在宅緩和ケア推進モデル事業」を展開し、在宅緩和ケア提供体制の整備を進

めています。 

○同協議会や地域の医師会等の主催により、県内各地で、在宅緩和ケアに携わる多職種によ

る症例検討会が定期的に開催され、課題や事例の共有及びノウハウの蓄積が進められてい

ます。 

○同協議会では、各地域で在宅緩和ケアに携わる多職種からなるチームの核となる「愛媛県

在宅緩和ケアコーディネーター」の育成研修に取り組んでいます。 

○東予・南予地域においては、在宅医療の受け皿となる在宅医等の医療従事者が不足してお

り、限られた医療資源を有効活用しながら、安心して在宅医療を選択できる体制を整備し

ていくことが求められます。 

○厚生労働省が実施した「終末期医療に関する調査」では、自分が痛みを伴う末期状態の患

者となった場合に、終末期における療養の場所として、国民の63％が「自宅で療養したい」

と回答していますが、一方、在宅緩和ケアの推進に必要とされる地域資源及び多職種の連

携体制には偏在が見られます。 

○患者・家族の希望に応じて、在宅医療を実施できる支援体制の充実が求められますが、介

護保険によるサービスが受けられるのは、40歳以上であることから、40歳未満の要介護者

についての支援が課題とされています。 
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【前計画で掲げた目標・現状】 
目    標 これまでの取組み 

がん患者の意向を踏まえ、住み慣れた家庭や地
域で、安心して自分らしい療養や生活を選択で
きる患者数を増加させる。 

 愛媛県在宅緩和ケア推進協議会による「愛媛県在
宅緩和ケア推進モデル事業」が大洲、今治、八幡浜
地区で実施され、在宅看取り率 50%を達成している。 
 愛媛県のがん患者の在宅死亡割合 13.3％ 
（H27 人口動態調査） 
 

在宅緩和ケアを提供する医療機関等を連携拠
点として、多職種協働による在宅緩和ケアの支
援体制を構築し、地域における包括的かつ継続
的な在宅医療の提供を目指す。 

 平成 24 年度から、大洲地区、今治地区で、平成
26 年度からは、八幡浜地区、平成 28 年度からは、
宇和島地区で在宅緩和ケアを実践するコア的チーム
を整備し、在宅緩和ケアの実践と人材育成のための
症例検討会、運営委員会等を開催している。 
 松山地区では、平成 24 年度から、在宅緩和ケアを
実施するコア的チームスタッフの人材育成を目的と
した症例検討会が定期的に開催されている。 
 大洲地区のモデル事業は行政も参加し、地域包括
ケアシステムとの連携の下、がんを含む包括的な活
動へ発展している。 

多様なニーズを持つ在宅療養中の患者に対し
て、質の高い在宅緩和ケアを提供できる人材を
育成するための研修を行う。 

 各地区の在宅緩和ケア推進モデル事業の推進のた
め、在宅緩和ケアコーディネーター育成のための研
修プログラムを作成し研修会に取り組んでいる。平
成 27 年度にコーディネーター養成研修プログラム
を作成し、平成 28 年度から全県に受講者を募り、研
修を実施している。 

 

【取り組むべき対策】 

（住み慣れた家庭や地域での療養生活の支援） 

○愛媛県在宅緩和ケア推進協議会において、愛媛県在宅緩和ケア推進モデル事業を継続する

とともに、更なる活動地域の拡大及び全県への普及に努めます。 

○各地域において、在宅医療に携わる多職種から成るチームの中核となる在宅緩和ケアコー

ディネーターを配置し、かかりつけ医、訪問看護ステーション※1、後方支援病院などの参

加・協力を得て、在宅医療提供機関のネットワーク化と情報共有を推進し、拠点病院等か

ら退院後、在宅療養となったがん患者を地域全体で支える仕組みを広めます。 

○同協議会、地域の医師会等の関係機関は、地域特性を活かした在宅緩和ケア推進モデル事

業の取組み及び成果を、広く県民に情報提供するなど、普及啓発に取り組みます。 

○県は、四国がんセンターへの委託により専従のがん地域連携コーディネーターを配置し、

がん診療連携拠点病院と地域の医療機関が連携して治療にあたる地域連携クリティカルパ

スの普及や退院後のケアを提供する機関との調整・支援など、在宅医療を支える体制の支

援及び充実に取り組みます。 

○がん患者が入院から在宅療養へと円滑に移行できるよう、同協議会において関係機関との

連携の下、医療・介護の連携を見据え、在宅緩和ケアを含む在宅医療等の提供体制の構築

に向け検討を進めます。 

○がん治療を継続する患者の退院時の調整を円滑に行うため、拠点病院等が中心となって、

情報提供、相談支援、服薬管理、在宅療養支援診療所※2と訪問看護ステーション・薬局と

の連携など、在宅療養の支援に必要な体制を整備します。 
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○医薬品等の供給拠点となる薬局の機能強化等により、在宅医療に必要な医薬品及び医療機

器の供給体制の充実を図ります。 

○拠点病院等での治療を終え、自宅での療養を希望するがん患者のニーズに対応するため、

がん診療連携拠点病院等をはじめとする入院医療機関と在宅緩和ケアに携わる地域の病

院・診療所、訪問看護ステーション等が連携して、在宅での療養生活をサポートする地域

連携体制の構築を図ります。 

○拠点病院及び推進病院等は、地域連携クリティカルパスの活用や在宅緩和ケア推進モデル

事業を、治療を終えた患者及びその家族へ紹介するなど、各地域の特性を踏まえ、患者と

その家族が希望する療養場所を選択でき、切れ目なく質の高い緩和ケアを含む在宅医療・

介護サービスを受けられる体制を実現するよう努めます。 

○拠点病院及び推進病院等は、市町及び地域の医師会、医療機関等と連携し、在宅療養中の

がん患者の病状の急変時において、緊急に入院の受け入れができるよう連携・支援体制の

充実に努めます。 

○訪問看護に従事する看護師の確保を推進するとともに、在宅で療養するがん患者の疼痛緩

和、看取りまでを含む訪問看護の24時間連絡体制の充実に努めます。 

（多職種協働による在宅緩和ケア提供体制の充実） 

○愛媛県在宅緩和ケア推進協議会及び地域の医師会は、関係機関との連携の下、地域におけ

る在宅緩和ケア提供体制の充実のため、地域で在宅医療に携わる多職種からなる症例検討

会及び研修会等を開催し、課題・好事例等について共有を図り、関係者の資質の向上に取

り組みます。 

○がん患者が在宅において、適切な緩和ケアと質の高い医療が受けられるよう、保健所及び

市町が調整役となり、病診連携をはじめ地域の薬局の参画、訪問看護サービスの充実、県

民への意識の啓発を行い、地域で支えるネットワークを構築します。 

○拠点病院は、在宅緩和ケアを提供する医療機関等と連携し、医療・福祉従事者に対して、

在宅医療・介護に対する理解を一層深めるとともに、がん患者への医療・介護サービスに

ついて、よりきめ細かな知識と技術を習得させるための研修等を実施します。 

○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、拠点病院・推進

病院等、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等が連携して、在宅緩和ケアの関係者

（医師、歯科医師、看護師、薬剤師、歯科衛生士、介護関係者等）に対する専門的な研修

を実施します。 

○在宅がん患者の口腔機能管理（口腔ケア）などのため、歯科診療所との連携体制の充実に

努めます。 

（在宅緩和ケアを提供できる人材の育成） 

○愛媛県在宅緩和ケア推進協議会は、各地域において、在宅医療に携わる多職種から成るチ

ームの中核となる在宅緩和ケアコーディネーターを養成するための研修を開催します。 

○四国がんセンター内に設置された、緩和ケアセンター、地域医療連携研修センター、患者･

家族総合支援センターにおいて、在宅緩和ケアの連携を支える人材の養成、在宅緩和ケア

に携わる医療従事者の支援等に取り組みます。 
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（在宅緩和ケアに関する情報提供及び相談支援） 

○県及び関係機関は、在宅緩和ケアコーディネーターについて、広く患者・家族及び県民へ

の周知に取り組みます。 

○県、市町、拠点病院等、地域の医療機関及び患者団体等は、様々な不安や負担を抱えるが

ん患者及び家族のために、介護保険制度※3をはじめ社会保障制度や介護技術等について情

報提供する他、必要なサービスが受けられるよう相談支援を行います。 

○拠点病院等は、患者・家族が療養場所の選択肢として在宅療養を検討できるよう、早期に

情報提供を行います。 

○地域の医師会、市町等、関係機関は、病状の急変時にも、早期に適切な医療等が受けられ

るよう、関係機関との連携・支援体制の周知に努めます。 

 
 
※1訪問看護ステーション：訪問看護（通院が困難な患者に対し、医師の指示に基づき、看護師等が家庭を訪問し、療養

上の世話や診療の補助を行う。）の拠点 
 
※2在宅療養支援診療所：地域における退院後の患者に対する在宅療養の提供に、主たる責任を有する診療所。患家の求

めに応じて、24時間往診や訪問看護が可能な体制を確保し、往診担当医との氏名、担当日等を文書により患家に提供
すること等の施設基準に適合し、厚生労働省に届出たものをいう。 
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４ がん患者等の就労を含めた社会的な問題（サバイバーシップ支援※1） 

 

 職場や地域において、がん患者及びその家族の抱える不安等に対する理解が進むよう

普及啓発に取り組むほか、就労支援をはじめ、治療と仕事や学業など社会生活との両立

支援、治療に伴う外見（アピアランス）の変化、生殖機能の喪失の問題など、様々な社

会的な課題に対し、関係機関が連携して取り組むことより、がんになっても安心して暮

らせる社会を構築します。 

 

【目標】 

 ○就労支援・治療と仕事との両立支援の充実 

 ○就労以外の社会的な問題への対応の検討・実施 

 

【現状・課題】 

○本県においては、１年間で20歳から64歳までうち約3,000人ががんに罹患（愛媛県地域がん

登録）し、約670人が、がんで死亡している一方、がん医療の進歩により、全がんの５年相

対生存率は65.8％と向上しており、がん患者・経験者の中にも長期生存し、社会で活躍し

ているサバイバーも増加しています。このため、長期の治療等のため、就労を含む社会的

な問題に直面しているがん患者とその家族への支援が求められています。 

○平成27年の厚生労働省研究班による調査では、がんと診断され退職した患者のうち、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者が４割を超えているとの報告

があるなど、がん患者及び家族等は、生活費や治療費などの経済面はもとより、「仕事と

治療の両立の仕方」や「仕事への復帰時期」等に不安を抱いており、治療を受けながら就

労を継続するための相談支援体制の充実が望まれています。 

○平成29年３月に策定された「働き方改革実行計画」では、病気の治療と仕事の両立をサポ

ートする仕組みを整えることや病を患った方々が、生きがいを感じながら働ける社会を目

指すことが打ち出されています。 

○拠点病院等の相談支援窓口においても、相談内容が、家庭生活、仕事、医療、家族のサポ

ートに関することなど多岐にわたり、医療のみならず社会的な問題に関する相談が増加し

ていますが、相談員の配置人数も限られる中、個々の状況に応じた適切な支援が困難なこ

とが懸念されます。 

○愛媛労働局では、「長期療養者就職支援担当者連絡協議会」及び「愛媛県地域両立支援チ

ーム」が設置され、就労及び治療と仕事との両立に関する課題等への対策について、がん

診療連携拠点病院、県産業保健総合支援センター、経済団体等関係機関が連携し、事例の

共有及び対策の検討が進められていますが、これらの取組みや相談窓口等について、県民

や事業所において、十分な理解が進んでいないことが懸念されます。 
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○県がん診療連携拠点病院である四国がんセンター及び、町なかサロン等において、就労相

談支援の取組みが進められていますが、いつでもニーズに応じた相談に対応できるような

体制作りが必要との意見があります。 

○就労支援、治療と仕事の両立支援の充実には、事業者等の協力が欠かせませんが、こうい

った取り組みを推進するため、表彰制度や助成金等によるインセンティブの付与が必要と

の意見があります。 

○平成 27年度の全国のがん医療費は 3兆 5,889 億円、一般診療医療費全体の 11.9％を占め

ており、医療技術等が進歩し生存率が向上する一方で、高額な医療費が患者やその家族に

とって大きな負担となっています。厚生労働省では、平成 24 年度から、高額療養費制度※

2について、外来診療を受けたときの窓口での立替払いをなくす改善策を導入しています。 

○新たな課題として、治療に伴う外見（アピアランス）の変化、生殖機能の喪失及び、自殺

や障がい等の社会的な課題への対応も求められています。 

○口腔がんの術後は、咀嚼や摂食・嚥下、発音等の機能面の他、外科切除による顎顔面領域

の外見（アピアランス）の変化等から、患者及びその家族等の精神面への影響も大きいた

め、欠損部の再建等を考慮した治療が必要です。 

 

【前計画で掲げた目標・現状】 
目    標 これまでの取組み 

がん患者・経験者の就労に関するニーズや課題
を検証した上で、国、県、市町、関係者等が協
力して、がんやがん患者・経験者に対する理解
を進め、がん患者・経験者とその家族等の仕事
と治療の両立を支援することを通じて、抱えて
いる不安の軽減を図り、がんになっても安心し
て働き暮らせる社会を構築する。 

 県がん診療連携拠点病院である四国がんセンター
の患者・家族総合支援センターにおいて、ハローワ
ーク松山や愛媛県産業保健支援センターとの連携に
より、就職相談や治療と仕事との両立支援の取組み
が進められている。 
 県の委託により、おれんじの会は、町なかサロン
において就労相談の取組みを進めているほか、拠点
病院においても出張相談が定期的に実施されてい
る。 
 愛媛労働局は、「長期療養者就職支援担当者連絡
協議会」、「愛媛県地域両立支援チーム」を設置し、
就労や治療と仕事との両立に関する課題への対策に
ついて、関係機関と連携し検討が進められている。 

 

【取り組むべき対策】 

（就労支援・治療と仕事との両立支援の充実） 

○がん患者の就労上の課題は様々ですが、特に、病気の診断を受け治療開始前の早期に退職

する患者も多いことから、診断後、早期に適切な相談支援を受けることができるよう、支

援体制の充実を検討します。 

○四国がんセンターは、平成25年度から取り組んでいる就労相談支援事業について、これま

でのノウハウをがん診療連携協議会を通じ関係機関と共有するなど、県内における展開へ

の支援に努めます。 

○拠点病院等は、がん患者の就労や治療と職業生活の両立を支援するため、相談支援センタ

ーにおいて、社会保険労務士等専門家の協力の下で、相談支援の充実に努めます。 
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○県は、がん診療連携拠点病院強化事業等により、各がん診療連携拠点病院で実施する就労

支援等の取組みが進むよう支援を行います。 

○関係機関は、愛媛労働局に設置された「長期療養者就職支援担当者連絡協議会」及び「愛

媛県地域両立支援チーム」における関係者の議論を踏まえ、それぞれの役割に応じた対策

の実践に取り組むとともに、これらの取組みや各相談窓口等について、様々な機会を活用

して、県民や事業主等に対する周知を進めます。 

○事業主は、がん患者が働きながら治療や療養できるよう、また、家族ががんになった場合

でも働き続けられるよう職場環境の整備に努めます。また、職場や採用選考時にがん患者・

経験者が差別を受けることのないよう、十分に留意する必要があります。 

○事業主は、それぞれの職場において、治療と仕事との両立について理解が進み、必要な支

援等が得られるよう、従業員等に対して研修を実施するなど啓発に努めます。 

○県及び関係機関は、事業者における就労支援及び治療と仕事との両立支援の取組みが推進

されるよう、表彰制度や助成金等のインセンティブの付与等について検討を行います。 

○がん患者を含む患者の長期的な経済負担の軽減策については、国において、治療と仕事の

両立等の観点から、傷病手当金の支給要件等の見直しについて、検討が進められることに

なっています。県としては、国の対策の動向を見極めるとともに、県レベルで実施可能な

支援を検討します。 

（就労以外の社会的な問題への対応） 

○県は、患者満足度調査を実施することにより、可能な限り、経済面を含む患者負担の実態

や支援ニーズの把握に努め、その結果をもとに、がん患者やその家族が、安心して療養生

活を送ることができるよう、効果的な対策を検討します。 

○アピアランス、生殖機能の温存等の課題については、拠点病院等の相談支援センター及び

患者団体等とも連携し、県内の支援ニーズを把握した上で、必要な対策を検討します。 

○拠点病院等は、生殖機能の温存について、治療開始前に患者・家族に必要な情報を提供し

相談支援を実施する体制を整備するほか、卵子等の凍結保存の可能な医療機関等と連携し、

治療後に妊娠・出産を望む患者・家族の支援にあたる連携体制の整備に努めます。 

○口腔がんの術後に生じる摂食・嚥下障がい、発音・構音障がい、外見（アピアランス）の

変化等による精神的な問題等へ適切に対応し、患者の生活の質を維持向上させるため、医

科歯科連携による治療体系の確立に努めます。 

○国は、拠点病院等におけるがん患者の自殺の実態調査を行った上で、効果的な介入のあり

方について検討することとしているほか、障害のあるがん患者の実態やニーズ、課題を明

らかにすることとしており、県は、これらの検討の結果を踏まえ、関係機関と連携の下、

本県における対策について検討を行うこととします。 

 
 
※1サバイバーシップ支援：がんになったその後を生きていく上で直面する課題を乗り越えていくためのサポー

トのこと。 
 
※2高額療養費制度：公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月（月の

初めから終わりまで）で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度。高額療養費では、年齢や所
得に応じて、本人が支払う医療費の上限が定められており、またいくつかの条件を満たすことにより、さらに
負担を軽減する仕組みも設けられている。 
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５ ライフステージに応じたがん対策（小児、ＡＹＡ世代、高齢者） 

 

 小児がん・ＡＹＡ世代のがんは、多種多様ながん種を含み、幼児期・小児期・思春期・

若年成人といった特徴あるライフステージで発症することにより、治療だけでなく、就学、

就労、婚姻等の社会的な課題のほか、生殖機能への影響など、個々のがん患者及び家族等

の状況に応じ、様々な専門的対応が必要とされます。このため、医療提供・相談支援、治

療後の長期フォローアップ体制等、関係機関の連携の下で幅広く支援の充実を図ります。 

 高齢者のがん患者への対策については、今後、国の定めるガイドラインを踏まえ、対応

を検討します。 

 

【目標】 

 ○小児・ＡＹＡ世代のがん患者が適切な医療を受けられるための環境整備 

 ○小児・ＡＹＡ世代の患者・家族のための相談支援体制の整備 

 ○小児・ＡＹＡ世代の患者への切れ目のないフォローアップ体制の充実 

 ○高齢のがん患者への対策の検討 

 

【現状・課題】 

（小児がんについて） 

○小児がんは、本県においても小児（0～14歳）の病死の主な原因の１つとなっています。治

療技術の進歩等により、生存率が向上する一方で、治療後の経過が成人に比べ長いことか

ら、晩期合併症※1や、２次がん、患者の発育や教育に関する課題等があり、成人のがん患

者とは異なる対策が必要とされています。 

○本県における、小児がんの年間発症数は、20件程度（全がんの約0.2％）と少なく、対応で

きる医療機関が限られています。 

○小児がんについては、大人のがんに比べ、治療や医療機関に関する情報が少なく、心理社

会的な問題に対する相談支援体制や、セカンドオピニオンの体制等の充実が求められます。 

○国において、小児がん患者とその家族が安心して適切な医療や支援を受けられる環境の整

備を目指し、小児がん中央機関として、国立成育医療研究センターと国立がん研究センタ

ーが指定され、中国・四国ブロックにおいては、広島大学病院が小児がん拠点病院として

指定を受けています。 

○小児がん拠点病院※2である広島大学病院を中心に、小児がん中国・四国ネットワークが構

築され、本県からは、愛媛大学医学部附属病院、県立中央病院、松山赤十字病院の３病院

が小児がん診療病院（連携病院）として参加し、定期的に症例検討等が行われるなど、症

例の共有、連携の強化が進められています（愛媛大学医学部附属病院及び県立中央病院は、

日本小児血液・がん専門医研修施設として認定を受けています。また、県立中央病院は、

日本小児外科学会の認定施設です。）。 
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○小児がんは、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、その後も発育・

発達障害、内分泌障害、臓器障害、性腺障害、高次脳機能障害、二次がんなど様々な課題

があります。また、治療のため長期にわたり学校生活等に支障を来すことがあるため、教

育や自立など患者を支える家族に対しても長期的な支援が求められます。 

（ＡＹＡ世代のがんについて） 

○本県における、ＡＹＡ世代（15～39 歳）のがんの年間罹患数は、210 件程度（全がんの約

２％）ですが、疾患構成が多様であること、就学、就労、婚姻など、ライフステージ毎に

異なる課題を有していることなどから、それぞれに専門的な対応が求められます。しかし、

症例数が少ないことから、診療や相談支援の経験が蓄積されにくく、診療、相談を含む支

援体制が定まらず関係者の理解も十分には進んでいないことが課題とされています。 

○がん治療に伴い、妊孕性の低下など、生殖機能等へ影響を及ぼすおそれがありますが、医

療従事者から、これらのリスクについて、治療前に十分な説明がなされないケースがある

ことが指摘されています。 

○患者・家族の希望に応じて、在宅医療を提供できる支援体制の整備が求められますが、介

護保険によるサービスが受けられるのは、40 歳以上であることから、40 歳未満の要介護者

についての支援が課題とされています。 

（高齢者のがんについて） 

○高齢者のがんについては、全身の状態や併存疾患があること等により、標準的治療の適応

とならない場合や、主治医によって標準的治療を提供すべきでないと判断される場合等が

あり、こうした判断は、医師の裁量に任されていますが、現状の診療ガイドライン等にお

いて、明確な判断基準が示されていないことが課題とされています。 

○本県においても、高齢化の進展に伴い、高齢のがん患者に対するケアの重要性が指摘され

ています。 

○高齢者は、入院をきっかけに認知症と判断される場合や、既にある認知症の症状が悪化す

る場合があるため、がん医療における看取り期を含む意思決定等について、一定の基準を

定めることが求められています。 

○75 歳以上の高齢者が対象となるような臨床研究は限られているため、こうしたがん患者に

提供すべき医療のあり方について検討が必要とされています。 

○高齢のがん患者に対しては、医療と介護の連携の下で、適切ながん医療を受けられること

が重要ですが、医療従事者だけでなく、介護従事者についても、がんに関する十分な知識

が必要とされています。 

 

【前計画で掲げた目標・現状】 
目    標 これまでの取組み 

小児がん患者とその家族が安心して適切な医
療や支援を受けられるような療養環境の整備
を目指し、小児がん拠点病院と地域の医療機関
等との連携を進め、拠点病院を中心とする地域
ブロックのネットワークを整備する。 

 中国・四国ブロックにおける小児がん拠点病院で
ある広島大学病院を中心として、小児がん中国・四
国ネットワークが構築されており、本県からは、愛
媛大学医学部附属病院、県立中央病院、松山赤十字
病院が連携病院として参加し、ネットワーク会議が
累計 45 回（平成 29 年 11 月現在）開催されている。 
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 地域がん登録から見た本県の小児がん・ＡＹＡ世代のがんの罹患状況 

 

                           （平成25年愛媛県地域がん登録） 

 

 

【取り組むべき対策】 

（小児がん医療提供体制の充実） 

○本県においては、小児がん中国・四国ネットワークに参加している愛媛大学医学部附属病

院、県立中央病院、松山赤十字病院の３病院（以下「小児がん診療病院」という。）を中

心として、小児がん拠点病院である広島大学病院をはじめとした同ネットワーク参加病院

と症例等を共有しつつ、連携の強化に努め、小児がん医療提供体制の更なる向上に取り組

みます。 

（単位：件）

部位
0-39
歳計

0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳

全部位 211 4 7 10 7 8 31 47 97

口腔・咽頭 7 1 2 2 2

食道 2 1 1

胃 2 2

大腸（結腸・直腸） 12 1 3 8

肝及び肝内胆管 1 1

胆のう・胆管 1 1

膵臓 1 1

喉頭 0

肺 6 2 4

皮膚 2 1 1

乳房 28 10 18

子宮 27 5 5 17

卵巣 11 1 1 3 3 3

前立腺 0

膀胱 2 1 1

腎・尿路（膀胱除く） 4 1 1 1 1

脳・中枢神経系 18 1 1 1 3 5 2 2 3

甲状腺 24 1 5 3 15

悪性リンパ腫 18 1 1 2 6 8

多発性骨髄腫 1 1

白血病 19 4 2 2 3 4 4

その他 25 2 1 4 1 1 4 1 11
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○小児がん診療病院は、小児がん患者が、速やかに適切な治療等を受けられるよう、小児が

ん中国・四国ネットワーク及び地域の医療機関とも情報を共有し連携の強化に努めます。 

○県、市町及び小児がん診療病院は、関係団体と連携し、小児がん患者とその家族が、発育

時期を可能な限り、慣れ親しんだ地域に留まり、他の子どもたちと同じ生活・教育環境の

中で医療や支援を受けられるよう環境整備に努めます。 

○県、市町等関係機関は、小児がん診療病院が実施する、緩和ケアを含む集学的治療の提供、

患者とその家族に対する心理社会的な支援、適切な療育・教育環境の提供、小児がんに携

わる医師等に対する研修の実施、セカンドオピニオンの体制整備、患者とその家族、医療

従事者に対する相談支援等の体制整備に協力します。 

（小児がん患者及び家族への相談支援体制の充実） 

○県は、平成27年度から、ＮＰＯ法人ラ・ファミリエを中心とした、関係団体、事業所等か

らなるコンソーシアムへの委託により実施している小児慢性特定疾病児童等自立支援事業

を継続し、引き続き小児がんを含む児童等に対する、ピアカウンセリングによる相談支援、

相互交流支援、就職支援等に取り組みます。 

（ＡＹＡ世代のがん患者に係る医療提供体制の整備） 

○ＡＹＡ世代のがん患者は、症例数は少ないですが、多様ながん種があり、就学、就労、婚

姻など世代ごとに固有の課題を有しており、それぞれに専門的な対応が求められることか

ら、県は、県内の状況の把握に努めるとともに、国の検討内容等を踏まえ、県がん診療連

携協議会等関係機関と連携し、適切な役割分担の下、本県における治療・相談支援体制の

整備に取り組みます。 

（小児・ＡＹＡ世代のがん患者及び家族に対する長期フォローアップ等支援の充実） 

○小児がん診療病院は、小児がん経験者が安心して暮らせるよう、患者とその家族の不安や

治療による合併症、二次がんなどに対応できる長期フォローアップ体制について、「小児

がん治療後の長期フォローアップガイドライン」等を活用しつつ充実を図ります。 

○県及び市町は、小児・ＡＹＡ世代のがん患者が、療養中においても切れ目なく適切な教育

を受けられるよう、教育機関等と連携の下、支援の充実に努めます。 

○小児・ＡＹＡ世代のがんは、症例数が少なく専門的な治療が可能な医療機関が十分に認知

されていないことから、地域及び環境によっては直ちに適切な医療機関等へたどり着くこ

とが困難なことが想定されるため、がんの診断後、直ちに適切な治療等が受けられるよう、

医療機関及び相談支援窓口等の連携体制の構築に取り組みます。 

○小児・ＡＹＡ世代のがん患者について、切れ目のない復学や就学が可能となるよう、がん

の子どもを守る会等関係機関の連携の下で、必要とされる社会的・経済的な支援を検討し

ます。 

○県及び関係機関は、小児・ＡＹＡ世代のがん患者が、入院中だけでなく、外来や在宅にお

いても適切な治療・支援が受けられるよう環境の整備を検討します。特に、介護保険サー

ビスが利用できない40歳未満の患者が、在宅療養を希望する場合に必要となる支援等につ

いて検討します。 

（高齢のがん患者に対する支援について） 
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○高齢のがん患者に対するがん医療の提供のあり方及び高齢のがん患者及びその家族等の意

思決定に関する支援等については、今後、国が定める診療ガイドラインの内容を踏まえて、

ガイドラインの周知・徹底等、関係機関の連携の下、本県における対策を検討します。 

 

【図33】小児がん中国・四国ネットワーク参加施設 

 

 
 
※1晩期合併症：がんの治療後における治療に関連した合併症又は疾患そのものによる後遺症等を指し、身体的

な合併症と心理社会的な問題がある。特に、成長期に治療を受けた場合、臓器障害や、身体的発育や生殖機能
の問題、神経・認知的な発達への影響など、成人とは異なる問題が生じることがある。 

 
※2小児がん拠点病院：小児がん診療のけん引役になり、地域の医療機関とのネットワークを構築する医療機関

として、厚生労働省が、地域ブロック毎に 1-5 機関、全国で 15 医療機関を指定。指定要件は、概ねがん診療連
携拠点病院と同じであるが、小児がん診療の現状を踏まえ、人員配置などの要件を緩和している。 

  一方、小児患者に必要な発育や教育に関する環境整備が要件に追加され、保育士の配置、院内学級又は教師
の訪問による教育支援、子どもの成長発達に合わせたプレイルーム等の設置が求められているほか、日本小児
血液・がん学会及び日本小児外科学会の認定施設であることや、年間の新規固形腫瘍 10 例程度以上かつ造血器
腫瘍 10 例程度以上など一定程度の診療実績も要件とされている。 
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６ がんの教育・普及啓発 

 

 健康については、子どもの頃から教育を受けることが重要であるため、学校教育にお

いては、引き続き、子どもが健康教育の中でがんに関する正しい知識やがん患者及びそ

の家族等について、正しい認識を持つとともに、命の大切さについて学ぶための教育に

取り組みます。 

 社会教育においては、全ての県民が、がんに関する科学的根拠に基づく正しい知識、

及びがん患者及びその家族等に対する正しい認識を持ち、本人や家族が、がんに罹患し

た場合にも適切にがんに向き合えるよう、がんに関する幅広い知識の普及啓発に取り組

みます。 

 

【目標】 

 ○学校教育における子どもへの健康教育の推進 

 ○県民に対する科学的根拠に基づく正しい知識の普及啓発の推進 

 ○がん患者・家族に対する正しい認識の普及 

 

【現状・課題】 

○健康については、子どもの頃から教育することが重要であり、県教育委員会では、健康の

保持増進と疾病予防の観点から、がんの予防を含めた健康教育に取り組んでおり、小学校

は体育科、中学校は保健体育科において、がんを生活習慣病の一つとして取り上げ、発生

要因や予防に向けた健康的な生活習慣等について、指導を行っています。 

○一部の学校では、市町の保健センター等の生活習慣病予防や正しい食生活などについて保

健師や栄養士などの専門家から学ぶ講座や教室を積極的に活用し、健康教育に取り組んで

いる事例も見られます。 

○学校での健康教育の取組みが進む一方、がんそのものやがん患者に対する理解を深める教

育及びがん教育の指導の際の留意点への配慮は不十分であると指摘されています。 

○平成29年3月には、文部科学省により学習指導要領が改訂され、今後、がん教育が幅広く展

開されることが期待されますが、学校において、適切な教育がなされるよう、外部講師に

よる支援や、教科等横断的な取組みの実現を目指すことなどが求められています。 

○患者を含む県民に対するがんの普及啓発については、県では、生活習慣病予防のための県

民健康づくり運動や、ピンクリボンえひめによる乳がんの予防啓発運動等に取り組み、県

民の正しい予防知識の習得と実践を促進するとともに、がん対策推進員の養成や市町・検

診機関・企業との連携による受診促進に努め、県民のがん検診に対する知識と関心の醸成

を図っているほか、リレー・フォー・ライフ※1をはじめとした民間団体等の取組みにも、

積極的に参加し支援を行うなど、あらゆる機会を通じて、がん対策への県民各層の機運醸

成と参加者の裾野拡大に努めていますが、がん検診の受診率は、多くの検診種別で目標の

50％に達していません。 
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【前計画で掲げた目標・現状】 
目    標 これまでの取組み 

子どもに対しては、健康と命の大切さについ
て学び、自らの健康を適切に管理し、がんに
対する正しい知識とがん患者に対する正しい
認識を持つよう健康教育に取り組む。 

 平成 26 年度から平成 28 年度にかけて、文部科学省
のモデル事業として、がん教育総合支援事業が実施さ
れ、県内の小・中・高等学校において、がん教育推進
協議会、拠点病院及び患者団体の協力により、講演会
等が実施された他、県版のがん教育指導参考資料（中
学校、高等学校向け）が作成された。 

県民に対しては、がん予防や早期発見につな
がる行動変容を促し、自分や身近な人ががん
に罹患してもそれを正しく理解し、向かい合
うため、がんの普及啓発活動をさらに進める。 

 県及び市町において各種広報媒体を活用し、予防・
検診の重要性について普及啓発に取組んでいる他、リ
レー・フォー・ライフ、ピンクリボンえひめ協議会等
のイベントにおいても、がん予防及び早期発見のため
のがん検診の重要性について周知啓発に取り組んだ。 
 その他、県では、「がん検診受診率向上プロジェク
ト」や健康づくりに関する包括協定の締結等により関
係機関とも協力し、周知啓発に取り組んだ。 

患者に対しては、がんを正しく理解し向き合
うため、患者が自分の病状、治療等を学ぶこ
とのできる環境を整備する。患者の家族につ
いても、患者の病状を正しく理解し、患者の
心の変化、患者を支える方法などに加え、患
者の家族自身も心身のケアが必要であること
を学ぶことのできる環境を整備する。 

 全てのがん診療連携拠点病院及びがん診療連携推
進病院にがん相談支援窓口が設置され、様々な相談に
対応しているほか、「町なかサロン」におけるピアサ
ポート活動など患者・家族の心身のケアに取り組んで
いる。 

全ての県民や企業等が、日ごろからがんやが
ん治療の現状について正しい認識を持ち、が
ん患者の治療と社会生活の両立や社会復帰が
円滑に行われる環境が整備されるよう、行政、
医療機関、関係団体等は、適切な情報発信に
努める。 

 平成 28 年 2 月に厚生労働省において、「事業場に
おける治療と職業生活の両立支援のためのガイドラ
イン」が策定されたことを受け、産業保健支援センタ
ーや四国がんセンター患者・家族総合支援センターに
より、企業向けセミナー等が開催されている。 

 

【取り組むべき対策】 

（学校におけるがん教育について） 

○平成29年3月に文部科学省により学習指導要領が改訂され、がんの予防に関する教育に加え、

健康診断や検診の重要性、疾病の回復についても触れるよう配慮することが盛り込まれま

した。今後、がん教育が幅広く展開されることが期待されるため、子どもに対して適切な

がん教育がなされるよう、関係機関が連携し、専門知識を持つ拠点病院や患者団体等の外

部講師による支援や、教科等横断的な視点による内容の充実等、がん教育の推進に取り組

みます。 

○がん患者及びその家族、がんの経験者、がん医療の専門家、教育委員会をはじめとする教

育関係者、県、市町等が協力して、児童生徒が、がんに対する知識や予防、命の大切さに

関する理解を深めるための教育活動を推進します。 

○学校におけるがん教育の推進に当たっては、「外部講師を用いたがん教育ガイドライン」

等を参照し、小児がんの当事者や経験者がいる場合、家族にがん患者がいる場合、家族を

がんで亡くした児童生徒等がいる場合、がん以外の重病・難病の患者・家族がいる場合等
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について、十分に配慮するほか、生活習慣が主な原因とならないがんもあるということに

ついても適切に指導することとします。 

（県民への普及啓発について） 

○幅広い関係機関が連携の下、全ての県民が、がんに関する科学的根拠に基づく正しい知識、

及び患者・家族に対する正しい認識を持ち、本人や家族が、がんに罹患した場合にも適切

に対処できるよう、様々な機会を利用し、がんに関する正しい知識の普及に取り組みます。 

○県民への普及啓発について、県や市町は、患者団体及びがん対策推進員等のボランティア

とも協働し、がんに関する正しい知識の普及啓発活動を進めるとともに、民間団体によっ

て実施されている普及啓発活動を支援します。 

○行政、医療機関等の関係機関は、ホームページや各窓口等を通して積極的にがんに関する

最新の情報提供に取り組みます。 

（がん患者・家族に対する普及啓発） 

○市町、検診機関、医療機関等は、検診時や診断時等において、患者及びその家族等に対し

て、個々のがんに関して適切な説明を行うとともに、治療・療養生活等の支援のため、が

ん相談支援センター等の相談窓口について情報提供を行います。 

○がん患者及びその家族に対して適切な情報を提供するため、がん診療連携拠点病院等の相

談支援・情報提供機能を強化するとともに、県や市町は、民間団体によって実施されてい

る相談支援・情報提供活動の支援に努めます。 

○拠点病院及び推進病院等のがん相談支援センターは、治療だけでなく社会的な支援制度等

についても、がん患者及びその家族に対して必要な情報を提供するよう努めます。 

 

※1リレー・フォー・ライフ：がん患者やその家族など、患者・家族を支えるさまざまな立場の方が参加し、リ
レー方式で 24 時間歩き続け、がんへの理解と患者への支援を訴えるイベント。国内では平成 18 年９月、茨城
県で初めて開催された。愛媛県では、平成 22 年 10 月以降、毎年継続して開催されている。 
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第６章 計画を推進するために必要な事項 

１ がん対策に係る関係者の役割 

 「がん患者を含む県民の視点」に立って、がん対策を総合的かつ計画的に推進するため、

県民、行政及び医療関係者等は、適切な役割分担の下、相互に連携しながら、本計画で掲げ

る対策に主体的に取り組みます。 

 なお、がん対策は、がん患者を含めた県民を中心として展開されるものですが、がん患者

を含めた県民は、その恩恵を受けるだけでなく、主体的かつ積極的に活動する必要がありま

す。 

 

（１）がん患者を含む県民の役割 

 喫煙、食生活、運動その他の生活習慣が健康に及ぼす影響やがん検診の重要性等、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

けるよう努めます。 

 がん医療は、がん患者やその家族と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、医療従事者との信頼関係の構築に努めます。 

 がん患者が適切な医療を受けるためには、セカンドオピニオンに関する情報の提示等を含

むがんに関する十分な説明、相談支援と情報提供等が重要であることから、病態や治療内容

等について理解するよう努めます。 

 がん患者を含む県民の視点に立ったがん対策を実現するため、行政機関や医療従事者と協

力し、県のがん対策を議論し決定する過程に参加し、がん医療やがん患者とその家族に対す

る支援を向上させるという自覚を持って活動するよう努めます。 

 

（２）県の役割 

 国、市町、保健医療関係者並びにがん患者及びその家族等で構成される団体その他の関係

団体と連携しつつ、がん対策に関し、本県の特性に応じた施策を策定・実施するとともに、

条例や本計画に基づき、がんの予防や早期発見、相談支援、医療提供体制の整備等の各施策

が円滑に推進されるよう、必要な調整や進捗状況の把握及び評価を行います。 

 また、県民のがんに関する意識を高め、理解と関心を深めるため、県民に対してがんに関

する情報を提供するよう努めます。 

 さらに、がん対策について、教育、雇用等を含む幅広い観点から検討を行い、必要な施策

を講じます。 

 

（３）市町の役割 

 住民、県及び保健医療関係者その他の関係者との連携の下、がん予防に関する正しい知識

の普及や、がん検診の受診率及び精密検査受診率の向上、精度管理の充実をはじめ、地域に

おいて必要な対策の推進に努めます。 
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（４）検診機関の役割 

 県及び市町が行うがん対策に協力するとともに、科学的根拠に基づくがん検診を実施する

ほか、精度管理の向上に努め、がんの早期発見・早期治療を推進します。 

 

（５）医療機関及び医療従事者等の役割 

 県及び市町が行うがん対策に協力し、がんの予防に寄与するとともに、がん患者の置かれ

ている状況を深く認識し、良質かつ適切ながん医療の提供や、がん患者及びその家族等が必

要とする情報の提供に努めます。 

 特に、がん診療連携拠点病院は、地域の病院・診療所等と機能分担し、相互に連携を図り

ながら、最新の治療や緩和ケアなど専門的ながん医療の提供はもとより、患者や家族に対す

る情報提供・相談支援、医療従事者の研修等を行い、地域のがん医療水準の向上に努めます。 

 また、がん診療連携推進病院は、がん医療の均てん化等を進めるため、がん診療連携拠点

病院を補完する役割を担います。 

 さらに、がん診療連携協議会は、がん診療連携拠点病院等をはじめがん診療に携わる機関

と連携し、地域連携クリティカルパスの作成・運用・普及、緩和ケアや相談支援等の機能強

化、がん登録の精度向上など、本県のがん医療提供体制及び相談支援体制の充実に向け、必

要な対策に取り組みます。 

 

（６）医療関係団体の役割 

 県及び市町が行うがん対策に協力するとともに、がん患者の置かれている状況を深く認識

し、がん患者等が必要とする情報の提供に努めます。また、良質かつ適切ながん医療が提供

されるよう、団体の構成員の資質向上や、地域における連携体制の整備に努めます。 

 

（７）医療保険者の役割 

 県及び市町が行うがん予防に関する啓発及び知識の普及、がん検診に関する普及啓発等の

施策に協力するよう努めます。 

 

（８）事業主の役割 

 がんの予防・治療・療養生活等に関する正しい知識を持ち、従業員が、がん検診を受診し

やすい休暇制度の導入等、環境の整備に努めるとともに、従業員が、がんに罹った場合には、

仕事と治療の両立ができるよう配慮することとします。また、県民総ぐるみでがん対策を推

進するため、県、市町、関係機関が行うがん対策に協力するよう努めます。 

 

２ 県民総ぐるみのがん対策の推進 

 本計画を実効性のあるものとして、総合的に推進するためには、行政機関や保健医療等関

係者はもとより、がん患者を含めた全ての県民及び事業主が、それぞれの役割を十分に理解

し相互に連携して、県民総ぐるみのがん対策を強力に推進することが重要です。 
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 このため、県は、あらゆる機会を通じて、がん対策に対する県民各層の機運醸成と参加者

の裾野拡大に努めます。また、条例に基づき、患者団体や保健医療関係者、学識経験者等で

構成する「愛媛県がん対策推進委員会」を設置し、毎年、計画の進捗状況の把握に努めると

ともに、計画の進捗に対する評価を基に、具体的な推進方法等について協議を行うほか、こ

の委員会を推進母体として、幅広い主体の参加・協力を促進し、県民の視点に立った実効性

のある対策を総合的に展開します。 

 さらに、“がんになってもお互いに支え合い、安心して暮らしていける地域社会の実現”

を願う、がん患者やその家族の方々の切実な思いをしっかりと受け止めるためには、県民全

体が力を合わせて支え合う「共助」の輪を大きく広げていくことが不可欠であることから、

引き続き、がん対策推進委員会において、愛媛県議会がん対策推進議員連盟の提言を軸に「が

ん対策募金」のあり方についても検討を行い、募金活動がスタートできるよう、がん対策に

関わる関係者が緊密な連携のもと、一致協力して取り組むものとします。 

 

３ 計画の評価及び見直し 

 県は、計画期間全体にわたり、本計画の目標の達成状況を把握し、進捗を管理するため、

３年を目途に、がん対策推進委員会等の検証や意見を踏まえ、中間評価を行うほか、本計画

に基づくがん対策の進捗管理に関するＰＤＣＡサイクルを回し、施策に反映するよう努めま

す。 

 また、県は、がん対策基本法第12条第３項の規定に基づき、少なくとも６年ごとに、がん

対策推進委員会等の検証や意見を踏まえ、がん対策推進計画に検討を加え、必要があると認

めるときには、これを変更するよう努めるものとします。
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