
パブリックコメント実施期間：平成30年1月16日（火）～平成30年2月15日（木）

意見応募者数：６名　　意見件数：２０件

No 御意見の内容とその理由 県の考え方

1

第１　科学的
根拠に基づく
がん予防・が
ん検診の充
実

１　がんの一次
予防

がんの発症予防に力をいれてほしい。生活や食生活の改善、食品添加物や
農薬等の問題点にも喚起を促す等

今後の施策を実施する上での貴重な御意見として参
考とさせていただきます。

2 〃

１　がんの一次
予防

官公庁や医療機関を始め事業所や飲食店に対し、受動喫煙防止対策の必要
性や方策等の情報提供に努める
→分煙ではなく全面禁煙としている飲食店を「空気のきれいなお店」認定する
など、福島県として積極的に禁煙を推進してはいかがでしょうか。

　県では、「空気のきれいな施設認証制度」として、平
成28年11月から飲食店だけではなく、公共施設や事
業所など人の集まる全ての施設を対象とした、建物
内禁煙の施設の認証を実施し、受動喫煙防止を推進
しております。

3 〃

１　がんの一次
予防

適正な食品の栄養表示云々の「行」は大変望ましい取組だと思います。「うつく
しま健康応援店」増えてほしい。（２）栄養・食生活の[現状]　県民教育として必
要と思う

　今後の施策を実施する上での貴重な御意見として
参考とさせていただきます。

4

第２　患者本
位のがん医
療の実現

３　がん医療の
提供体制

患者本人や家族に渡してほしい。不安がなくなる。 　地域連携クリティカルパスについては、がん診療連
携拠点ごとに運用の状況に差があることから、今後
は、地域連携クリティカルパスが実行性をもって運用
できるようにあり方を検討します。

5 〃

４　がん患者と
その家族のＱＯ
Ｌの維持・向上
（１）チーム医療
の推進

がん医療や支援における施設間の格差を感じている。私が受けた医療機関で
は（福島市内）チーム医療を実施している様には感じなかった。

（１）チーム医療の推進に記載のとおり、今後はチー
ム医療の充実を目指します。

項　　　　　目

福島県がん対策推進計画（第三期）（素案）に対しお寄せいただいた意見
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6

第２　患者本
位のがん医
療の実現

４　がん患者と
その家族のＱＯ
Ｌの維持・向上
（１）チーム医療
の推進

　「（1）チーム医療の推進」における「取り組むべき施策」に、キビタン健康ネッ
トの医療従事者を含めた県民への普及啓発、利用促進を加えることを提案致
します。
＜理由＞
　多職種によるチーム医療を実施するためには、診療情報の共有が不可欠で
す。現状では、調剤薬局においては患者の病名（癌種やステージ）、院内での
抗がん剤等による治療内容などの情報がなく、処方箋のみの情報で服薬指導
が行われています。キビタン健康ネットにより調剤薬局において医療機関での
治療内容や検査結果などが確認できれば、医療機関内での治療も踏まえて、
よりきめ細やかに患者をサポートし、患者の疑問や不安の解消につなげること
ができると考えています。
　キビタン健康ネットが、医療従事者を含め、県民にまだあまり知られていない
現状があり、特にがん医療においては重要なキーとなる地域医療連携ネット
ワークシステムであると考えます。

御意見を踏まえ、以下の内容を追記しました。

○　県は、がん患者の病態に応じたより適切ながん
医療の提供、さらにはがん拠点病院等における医療
従事者間の連携を強化するため、キャンサーボード
への多職種の参加を促します。
   また、がん患者の病態に応じた適切ながん治療を
行うため、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用し、病院、診療
所、薬局等が患者の医療情報を共有する「キビタン
健康ネット 」等の医療情報連携体制の構築に対する
取組を支援します。

7

第３ 尊厳を
持って安心し
て暮らせる社
会の構築

全般 　がんと診断されたらまず正しい情報・知識を手に入れ、医療者ならびに支援
者とよく相談のうえ意思決定をし、その次に緩和ケアも含む治療を受けるとい
う順番がよりよい療養につながると私は考えます。
「１ がんと診断された時からの緩和ケアの推進」と「２ 相談支援及び情報提
供」という順番を採用された理由をどこかに記載するわけにはいかないでしょ
うか。

御意見を踏まえ、.前書きを以下のとおり追記しまし
た。

　「がん患者にとって、がんと診断されたときから身体
的・精神心理的・社会的苦痛等に対する適切な緩和
ケアを、患者の療養の場所を問わず提供できる体制
の整備や、患者と家族が、その地域において、確実
に、必要な情報（治療を受けられる医療機関、がんの
症状・治療・費用、民間団体や患者団体等の活動等）
にアクセスできるよう、がん相談支援センターが中心
となり、これらの相談に対応できる環境の整備が必
要となっています。
　また、がんと共生していくためには、患者本人がが
んと共存していくこと及び患者と社会が協働・連携し
ていくことが重要です。がん患者が住み慣れた地域
社会で生活をしていく中で、必要な支援を受けること
ができる環境整備が必要であり、そのためには、関
係者等が、医療・福祉・介護・産業保健・就労支援分
野と連携し、効率的な医療・福祉サービスの提供や、
就労支援等を行う仕組みを構築することが求められ
ています。」
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8

第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
（２）普及啓発

現在「緩和ケア」というと「終末期ケア」と誤解している人が多い為、医療者側
からの適切な説明がほしい

　記載のとおり、がん医療に携わる医師を対象に、緩
和ケアについて普及・啓発を行うほか、緩和ケア研修
会を実施していきます。

9 〃

２　相談支援及
び情報提供

　これ迄の取組内容についてですが、今迄のやり方では患者や家族には仲々
伝わりにくいと思います。何故なら患者や家族はガン告知をされると、気持ち
に余裕がなくなりネット検索などをする気にはなかなかならないものです。です
のでホームページだけではダメだと思います。私もガン患者本人で、現在サ
ポータをしていますが、私がこのがんピアサロンを知ったのは、他県の病院で
の抗がん剤点滴治療室にあったパンフレットからでした。そこで調べてみて、
始めて福島県のピアサロンを知った訳です。そして最初にピアサロン出席して
話をしたときは、すごく気分が良くなったのを思い出します。

　今後の施策を実施する上での貴重な御意見として
参考とさせていただきます。

10 〃

２　相談支援及
び情報提供

　相談支援センターの存在及びその機能について、患者と家族のみならず、
医師や薬剤師、看護師などの医療従事者にも周知を図ることを提案致しま
す。
　福島県医師会、福島県薬剤師会、福島県看護協会などの協力を得て、それ
ぞれの会の研修会など会員が多く集まる場所で、相談支援センターのスタッフ
がセンターの概要や利用方法等を紹介する機会を設けるのが効果的であると
考えます。
＜理由＞
　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
至っていないという現状（58ページ30行目）を改善するために、医療従事者か
ら患者に相談支援センターの利用を勧めることも効果的と考えます。
　特に医師は、精神的なサポートを含めた全人的なケアを自分だけで抱え込
まずに、相談支援センターの医療ソーシャルワーカーやがん専門看護師など
と連携して、チームで行うことにより負担が軽減されます。患者も医師や看護
師から相談支援センターの利用を勧められれば、利用しやすくなると考えま
す。
　同様に薬局薬剤師も、薬局窓口で患者から相談を受けた時に、薬局で解決
できないことに関して相談支援センターに繋ぐことにより、利用促進につなが
ると考えます。

　様々な機会を通じて、相談支援センターに関して各
団体の会員への周知を働きかけてまいります。
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11

第３ 尊厳を
持って安心し
て暮らせる社
会の構築

２　相談支援及
び情報提供

　ホームページだけでなく医療機関の治療室、待合室、県や市・町・村の広
報、役場の保険の窓口でのカウンター等にポスターを張り出し、又、チラシを
置いておく事を提案したいと思います。
　又、私のガン患者としての視点からですが、このピアサロンというものは、患
者本人や家族にとってとても大事なサロンだと思いますので、広く県内の若い
人から年寄迄皆がこのピアサロンを知ってもらえるように検討をお願いしま
す。

　福島県がん診療連携協議会相談支援部会では、
平成29（2017）年12月に療養支援冊子を作成してお
り、今後は各関係施設に配布する予定としておりま
す。

12 〃

３　社会連携に
基づくがん対
策・がん患者支
援

医療関係者と介護関係者等が、患者が充実した在宅での療養生活を送れる
よう退院調整を行っていきます。→「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)
」という言葉があります。今後の治療・療養について患者・家族と医療従事者
があらかじめ話し合う自発的なプロセスと定義されています。退院調整だけで
はなく、患者さんの人生に積極的にかかわるという思いを込めて、「がん患者
が療養していくなかで、アドバンス・ケア・プランニングを含む患者ケアができる
医療従事者を育成し、終末期ケアまで含めた、患者に寄り添う医療を実現しま
す。」などの文言を入れてはいかがでしょうか。
ACPについては以下を参照いただければ幸いです。
http://www.ncpc.org.uk/sites/default/files/AdvanceCarePlanning.pdf

御意見を踏まえ、以下の内容を追記します。

　「がん患者が療養していくなかで、アドバンス・ケア・
プランニング を含む患者ケアができる医療従事者を
育成し、終末期ケアまで含めた、患者に寄り添う医療
を目指します。」

13 〃

３　社会連携に
基づくがん対
策・がん患者支
援

　「福島県のがん診療等連携体制」の図において、「薬局」と「標準的ながん診
療を行う医療機関」及び「専門的ながん診療を行う医療機関」との間にも連携
の矢印を加える事を提案致します。
＜理由＞
　チーム医療、地域連携を推進するためには、医療機関と調剤薬局の連携も
不可欠です。お薬手帳や連絡文書などにより、医療機関から院内での治療内
容等を薬局に情報提供し、薬局からは患者から聞き取った副作用等の情報を
医療機関に提供するなどの取り組みも行われるようになってきており、今後も
連携を強化していく必要があると考えます。

　福島県のがん診療等連携体制の図を御指摘を踏
まえ、修正しました。

14 〃

４　がん患者等
の就労を含めた
社会的な問題
（１）就労支援に
ついて

がんは生活全般に関わってくるので医療スタッフ以外の専門家が必要と思わ
れます。具体的にどういった専門家を想定してますか。

　がん相談支援センターにおいて、がん患者の就労
支援に対応するため、ハローワークの就職支援ナビ
ゲーター等の専門家を確保しています。
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15

第３ 尊厳を
持って安心し
て暮らせる社
会の構築

４　がん患者等
の就労を含めた
社会的な問題
（２）就労以外の
社会的な問題

「正しい知識を得る機会」とは、どんな機会をとらえて啓発しようとお考えなの
か教えて下さい。

　がん患者団体が開催する研修会や講演会等により
正しい知識を得る機会を確保していきます。

16 〃

４　がん患者等
の就労を含めた
社会的な問題
（２）就労以外の
社会的な問題

「相談支援体制の構築」とは具体的に何をどうされるのかお示し下さい。がん
相談支援センターの活用についても具体策があれば教えて下さい

　現在、がん相談支援センターでは、治療に関するこ
と、就労に関すること、経済的負担や支援に関するこ
となど幅広く相談に応じており、今後は機能強化を図
るなど、相談支援センターの体制について検討してま
いります。

17

第４　これらを
支える基盤の
整備

３　がん教育・
がんに関する知
識の普及啓発
（１）がん教育

（１） がん教育
「がん教育の推進のためには教員のがんに対する知識や理解を深める必要
があります。」について
　同意します。
「県教委では専門家派遣事業の中でがんの教育の講師派遣を行っています」
とありますが、郡山市立小学校に勤務している私はこのような事業もまた実施
した事例も知りませんでした。情報がありませんでした。
　どこかの学校で実施したとか、知っている方が講師をされたとか聞いていま
せん。
　平成２９年１０月２４日付「第３期がん対策推進基本計画の策定について　文
部科学省」の文書が１１月１日付で各市町村教育委員会へ　その後郡山市教
委から各学校に届きました。策定計画とともに『がん教育に関する政府と文部
科学省のスケジュール』も届き、私の勤務校では回覧という形で目に触れるこ
とができ、個人的にコピーをしました。
　現在各学校では平成３０年度の教育活動の計画を立てています。計画立案
時に取り入れるべきことの中に来年度も「がん教育」はありませんでした。福島
県教委・郡山市教委からは、「放射線教育」「防災教育」特別の教科道徳」につ
いては特に明記されたり強調されたりしていますが、「がん教育」については
今までとなんら変わりがないというのが学校現場です。ふれられていません。
  教育委員会指定とかモデル校で『がん教育』を取り扱う学校が決まったら、
もっと周知していただきたいと思います。
他の県では先進モデルがありますが、福島ならではの取り組みをしていく必要
があると思います。
教員対象の研修会のお知らせ、がん教育の実施については患者会や興味関
心のある教員を実行委員会やワーキンググループとして組織し、推進していっ
てはどうだろうかと思います。

　専門家派遣事業は、食育や健康教育だけでなく、
がん教育についても対応していることを市町村教育
委員会を通じて周知していきます。併せて派遣できる
人材のリストについても整備していきます。

　文部科学省から示されたがん教育推進のための教
材が学校の実情に合わせて効果的に活用されるよ
う、教職員の研修等で先進事例を紹介し、また、教育
計画に反映させることを働きかけたいと思います。

　本県におけるがん教育の推進について、貴重なご
意見として参考とさせていただきます。
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18

第４　これらを
支える基盤の
整備

３ がん教育・が
んに関する知識
の普及啓発
（２）がんに関す
る知識の普及
啓発

　インターネットに氾濫する誤った医療情報に惑わされ、治療の機会を逃すが
ん患者があとを絶ちません（2017年12月18日　NHKあさイチ「今日からできる
“患者力”アップのコツ」でも取り上げられていました）。患者が正しい情報にア
クセスできるよう、支援する取り組みを具体的に検討されてはいかがでしょう
か？

　福島県がん診療連携協議会相談支援部会では、
平成29（2017）年12月に療養冊子を作成しており、今
後は関係団体と協力して周知・啓発に努めます。

19 〃

３　がん教育・
がんに関する知
識の普及啓発
（２）がんに関す
る知識の普及
啓発について

（２） がんに関する知識の普及啓発について
「その他、民間団体によるピンクリボン運動
　注釈61　ピンクリボン運動とは・・・運動である。」
福島県で実施している大きなピンリボン運動は１０月『ピンクリボンｉｎ郡山』で
す。乳がん専門医や認定看護師の講演、リハビリや各ブース出展などの催し
です。開催にあたり実行委員会を組織していますが、行政・医療機関・民間な
どの連携で実施していますので、『民間』という表記は違うと考えます。
シンポジウム的な内容ですが、ウォークは実施していません。また『スマイル
ウォーク』は１０月に実施する日本対がん協会主催のイベントであり、固有名
詞と考えます。

御意見を踏まえ以下のとおり修正いたしました。

「民間団体による」を削除いたします
注釈を「『ピンクリボン運動』とは、乳がんの正しい知
識を広め、乳がん検診の早期受診を推進するなどを
目的として行われる世界規模の啓発キャンペーン」に
修正いたしました。

20

このような福島県のがん対策推進計画の存在パブリックコメントの募集などあ
まり知られていないと思います。
　広報誌・新聞記事・県のＨＰ・関係機関からのリンクなどより多くの県民がア
クセスしやすいような工夫をしていただきたいと思います。

　今後の施策を実施する上での貴重な御意見として
参考とさせていただきます。

全般


