
 

  

 

２ 医療 

（１）がん医療の充実 

 

県民の誰もが、自ら選択し、安心して納得した医療を、身近な地域で受けられる

ようにすることが必要です。 

患者本位のがん医療の実現に向け、拠点病院等を中心に、どこに住んでいても、

質の高い医療を受けられるようにします。 

また、国の対策と連動を図りながら、がんゲノム医療※5の提供体制づくりや世代

別の対応等の課題にも取り組む必要があります。 

 

 

①がん診療連携拠点病院等及び千葉県がん診療連携協力病院を中心とし

た医療提供体制の推進 

〔現状と課題〕 

千葉県において、がん医療提供体制の中心的な役割を担うのは、がん診療連携拠

点病院、地域がん診療病院、国立がん研究センター東病院及び千葉県がんセンター

（以下「拠点病院等」という。）です。がん診療連携拠点病院は、厚生労働大臣が定

める整備指針に基づき、肺がん、胃がん、大腸がん、肝がん、乳がんのいわゆる５

大がんを中心に手術、放射線療法及び化学療法を組み合わせた治療や、緩和ケアな

どの医療を行うとともに、地域の患者・家族に対する相談支援、セカンド・オピニ

オンなどを行う病院で、厚生労働大臣が指定します。地域がん診療病院は、がん診

療連携拠点病院のない二次医療圏に整備され、隣接する地域のがん診療連携拠点病

院と連携しながら専門的ながん医療の提供等の役割を担っています。現在、千葉県

内の９つの二次保健医療圏全てに、合わせて１５の拠点病院等があります。 

 

県では、平成２３年に「千葉県がん診療連携協力病院（以下「協力病院」という。）」

制度を創設しました。協力病院は、特定のがんについて、がん診療連携拠点病院に

準じる診療機能を有し、がん診療連携拠点病院を補完して地域における診療連携体

制の一層の強化を図る病院で、千葉県知事が指定します。現在、千葉県内には６医

療圏に１７の協力病院があります。 

 

                                                      
※5
がんゲノム医療：個人のゲノム情報をもとにした、その人の体質や病状に適した医療です。特

に、がんについては、効果が大きく、副作用の小さい治療法がわかると期待されています。 
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県内のがん診療連携体制の強化及びがん医療の均てん化※6を図るため、平成１９

年７月に拠点病院等、医療関係団体、県等で構成される千葉県がん診療連携協議会

を設置しました。協議会では、６つの専門部会（教育・研修、院内がん登録、相談

支援、緩和医療、地域連携クリティカルパス※7・臓器別腫瘍、ＰＤＣＡサイクル）

を設け、医療水準の向上のための取組が行われています。平成２４年からは協力病

院も協議会に加わっています。 

 

平成２９年度に実施した「千葉県がん対策に関するアンケート調査」によると、

セカンド・オピニオンについては、がん患者の９割が必要であると回答しています。

しかし、治療にあたってセカンド・オピニオンについて説明を受けた患者は４割に

留まっていることから、その活用を促進するために、引き続き普及啓発に努める必

要があります。 

 

手術療法については、がんに対する質の高い手術療法を安全に提供するため、

拠点病院等を中心に、適切な実施体制や専門的な知識及び技能を有する医師の配

置を行ってきました。一方で、一部の希少がんや難治性がん、小児がん、ＡＹＡ

世代のがん及び高度進行がんについては、定型的な術式での治療が困難な場合が

あることから、対応可能な医療機関が偏在しており、今後は、医療提供体制を整

備していくことが求められています。 

 

放射線療法については、放射線療法に携わる専門的な知識と技能を有する医師

をはじめとした医療従事者の配置や、リニアック等の機器の整備など、集学的治

療を提供する体制の整備が行われてきました。新たな医療技術である粒子線治療

が可能な体制については、県内２施設（放射線医学総合研究所病院、国立がん研

究センター東病院）に配置されています。高度な放射線療法の提供については、

機器の精度管理や照射計画に携わる専門職の必要性が指摘されています。核医学

治療（ＲＩ内用療法※8等）の体制については、近年、有効ながん種が拡大されつつ

ありますが、放射線治療病室の不足など、体制面が不十分との指摘があります。

                                                      
※6
均霑化（きんてんか）：「生物がひとしく雨露の恵みにうるおうように」という意味です。がん

医療においては、全国どこでもがんの標準的な専門医療を受けられるよう、医療技術などの格差

の是正を図ることを指します。 
※7
地域連携クリティカルパス：拠点病院等と地域の医療機関等が作成するがん患者に対する診療

の全体像を体系化した表です。県では、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病を対象とし、県全

体で使用できるように共通の様式を取り入れています。 
※8
ＲＩ内用療法：投与された放射性薬剤が全身のがん病巣に分布することで、体内から放射線を

照射する全身治療法のことです。 
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放射線療法は、根治的な治療のみならず、痛み等の症状緩和にも効果があるもの

の、十分に活用されていないため、医療従事者に向けた知識の普及が必要との指

摘もあります。 

 

薬物療法の提供については、拠点病院等を中心に、薬物療法部門の設置や外来

薬物療法室の整備を進めるとともに、専門的な知識を有する医師、薬剤師、看護

師等の配置を行い、適切な服薬管理や副作用対策等が実施されるよう努めてきま

した。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、拠点病院等の薬物療法部門では、薬物療法に関

する十分な説明や、支持療法※9をはじめとした副作用対策、新規薬剤への対応等の

負担が増大しています。 

 

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※10」等の免疫療法は、有力な治療選択肢の一つとなっています。しかしなが

ら、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ります。

県民にとっては、このような区別が困難な場合があり、県民が免疫療法に関する

適切な情報を得ることが困難となっているとの指摘があります。免疫療法には、

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。 

 

患者とその家族が抱える様々な苦痛、悩み及び負担に応え、安全かつ安心で質

の高いがん医療を提供するため、多職種によるチーム医療の推進が必要です。こ

れまで、拠点病院等を中心に、集学的治療等の提供体制の整備、キャンサーボー

ド※11の実施、医科歯科連携、薬物療法における医療機関と薬局との連携、栄養サ

ポートやリハビリテーションの推進など、多職種によるチーム医療を実施するた

めの体制を整備してきました。しかし、病院内の多職種連携については、医療機

関ごとの運用の差や、がん治療を外来で受ける患者の増加による受療環境の変化

                                                      
※9
支持療法：がんそのものに伴う症状や治療による副作用・合併症・後遺症による症状を軽減さ

せるための予防、治療及びケアのことです。 
※10
免疫チェックポイント阻害剤：がん細胞が免疫細胞を抑制することを阻害し、体内に元々ある

免疫細胞ががん細胞に作用できるようにする薬剤のことです。 
※11
キャンサーボード：手術、放射線診断、放射線医療、化学療法、病理診断及び緩和ケアに携る

専門的な知識及び技能を有する医師その他の専門を異にする医師等によるがん患者の症状、状態

及び治療方針等を意見交換・共有・検討・確認するためのカンファレンスです。 
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によって、状況に応じた最適なチームを育成することや、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ています。 

 

がん治療の影響から、患者の嚥下や呼吸運動等の日常生活動作に障害が生じる

ことがあります。また、病状の進行に伴い、次第に日常生活動作に障害を来し、

著しく生活の質が低下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います。しかし、リハビリテーション科専門医が配

置されていない拠点病院等があるなど、十分な体制が整備されているとは言えな

い状況にあります。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。 

 

がんによる症状や治療に伴う副作用・後遺症に関する悩みのうち、しびれ（末

梢神経障害）をはじめとした薬物療法に関連した悩みの割合が増加しています。

しかし、支持療法の研究開発は十分でなく、このため、支持療法に関する診療ガ

イドラインも少なく、標準的治療が確立していない状況にあります。 

 

拠点病院等においては病理診断医を配置し、術中迅速病理診断が可能な体制を

確保してきましたが、依然として病理診断医等の不足が指摘されています。特

に、希少がん及び小児がんの病理診断については、希少がん及び小児がんそれぞ

れについての十分な診断経験を有し、かつ専門的な知識を持った病理診断医が少

ないことから、病理診断が正確かつ迅速に行われず、治療開始の遅延や予後の悪

化につながることが懸念されています。 

 

これまで、拠点病院等を中心とした取組により、全ての県民が質の高いがん医

療が等しく受けられるよう、がん医療の均てん化を進めてきましたが、拠点病院

等に求められている取組の中には、施設間で格差があることも指摘されていま

す。また、近年、医療安全に関する問題が指摘されていますが、拠点病院等にお

いても事故が度々報告されるなど、医療安全に関する取組の強化が求められてい

ます。 
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〔施策の方向〕 

○がん診療連携拠点病院等及び千葉県がん診療連携協力病院を中心とした医療提

供体制の推進 

（ア）がん診療連携拠点病院等を中心とした医療提供体制の推進 

拠点病院等を中心に、引き続き、標準的な手術療法、放射線療法、薬物療法、

緩和ケア等の提供、がん相談支援センターの整備、セカンド・オピニオンの提

供、院内がん登録及びキャンサーボードの実施等の均てん化が必要な取組を進め

ます。 

拠点病院等は、先進的医療の開発、標準的治療等に努めるとともに、難治がん、

特殊ながん等の治療を積極的に行います。 

拠点病院等は、国が新たながん医療提供体制について２年以内に検討し、ゲノ

ム医療、医療安全、支持療法等に係る拠点病院等の整備指針を見直すのに合わ

せ、機能の更なる充実を図ります。 

協力病院については、がん種別の診療連携体制を強化する方向を検討します。 

拠点病院等を中心に、患者とその家族の意向に応じて、専門的な知識を有する

セカンド・オピニオンをいつでも適切に受けられ、患者自らが治療法を選択でき

る体制を引き続き整備するとともに、セカンド・オピニオンの活用を促進するた

めの患者やその家族への普及啓発を図ります。 

 

（イ）手術療法の推進 

拠点病院等を中心に、人材の育成や適正な配置を目指し、より質が高く、身体へ

の負担の少ない手術療法や侵襲性の低い治療等を提供するための診療体制の推進を

図ります。 

定型的な術式での治療が困難な一部の希少がんや難治性がん等については、拠点

病院等が連携することにより患者の一定の集約化を行うための仕組みを構築します。

また、多領域の手術療法に対応できるような医師・医療チームの育成を図ります。 

 

（ウ）放射線療法の推進 

拠点病院等を中心に、標準的な放射線療法の提供体制について、引き続き、均て

ん化を進めるとともに、強度変調放射線治療の連携体制を整備します。さらに、粒

子線治療を実施する国立がん研究センター東病院及び放射線医学総合研究所病院と

も連携し、放射線治療の先進県を目指します。 

ＲＩ内用療法等の核医学治療について、当該治療を実施する拠点病院等との連携

体制を整備し、推進します。 
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がんの骨転移、脳転移等による症状の緩和に有用な緩和的放射線療法について、

拠点病院等との連携体制を整備します。さらに、がん治療に携わる医師等に対する

普及啓発を進め、がん緩和医療における治療の選択肢の一つとして普及を図りま

す。 

 

（エ）薬物療法の推進 

拠点病院等を中心に、患者の病態に応じた適切な薬物療法を提供するため、化学

療法の専門医やがん薬物療法認定薬剤師、がん看護や化学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し、また、それらの専門職等が連携

し、患者に適切な説明を行うための体制整備を図ります。 

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、外来薬物療法に関す

る多職種による院内横断的な検討の場を設け、薬物療法に携わる院内の全ての医療

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

報共有や啓発等を行う体制を整備します。 

薬物療法を受ける外来患者の服薬管理や副作用対策等を支援するため、拠点病院

等と、かかりつけ機能を有する地域の医療機関や薬局等との連携体制の強化を図り

ます。 

 

（オ）科学的根拠を有する免疫療法の提供 

拠点病院等は、免疫療法を提供する際には、免疫療法に関する適切な情報を患者

に提供し、安全で適切な治療・副作用対策を行うために、関係団体等が策定する指

針等に基づいた適切な免疫療法を実施します。 

 

（カ）患者の状況に応じたチーム医療の推進 

拠点病院等は、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

活を送っているときなど、それぞれの状況において必要なサポートを受けられるよ

うに、手術療法、放射線療法、化学療法の各種医療チームを設置するなどの体制の

強化を図ります。 

拠点病院等は、放射線診断医や病理診断医等が参加するキャンサーボードを開催

し、正確で質の高い画像診断や病理診断に基づいた治療方針を検討するとともに、

医療従事者間の連携を更に強化するため、キャンサーボードへの多職種の参加を促

します。 

拠点病院等は、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）が関与することにより、一人ひとりの患者に必要な
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治療やケアについて、それぞれの専門的な立場から議論がなされた上で、患者が必

要とする連携体制がとられるよう環境を整備します。 

 

（キ）がんのリハビリテーション 

拠点病院等は、国ががん診療連携拠点病院等におけるリハビリテーションのあり

方について３年以内に検討することを踏まえ、がん患者の社会復帰や社会協働とい

う観点も考慮しつつ、リハビリテーションを含めた医療提供体制の整備を図りま

す。 

 

（ク）支持療法 

拠点病院等は、がん治療による副作用・合併症・後遺症により、患者とその家族

のＱＯＬが低下しないよう、今後、国が作成する支持療法に関する診療ガイドライ

ン等に基づき、適切な診療の実施を図ります。 

 

（ケ）病理診断 

拠点病院等は、病理診断医をはじめ、認定病理検査技師※12や細胞検査士※13等の病

理関連業務を担う臨床検査技師等を適正に配置するとともに、必要に応じて病理コ

ンサルテーションなどを行う体制を確保し、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体制整備を図ります。 

 

○拠点病院等におけるがん治療の更なる質の向上 

拠点病院等は、ＮＣＤ（外科手術情報等のデータベース）・院内がん登録デー

タの活用、診療実績等を用いた他の医療機関との比較、医療機関間での実地調査

等を行い、がん治療の更なる質の向上を図ります。 

千葉県がんセンターは、拠点病院等や協力病院に対して、がん医療の質向上のた

めのＰＤＣＡサイクル等の取組を支援します。 

 

 

 

                                                      
※12
認定病理検査技師：一般社団法人日本臨床衛生検査技師会及び一般社団法人日本病理学会が認

定する資格で、病理組織検査において熟練した技術と知識を有することが認められた者を認定し

ています。 
※13
細胞検査士：公益社団法人日本臨床細胞学会及び一般社団法人日本臨床検査医学会が認定する

資格で、細胞診スクリーニング及び技術に関する実務を責任もって確実に実施しうる者を認定し

ています。 
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②地域医療連携体制の構築 

〔現状と課題〕 

拠点病院等においては、整備指針に基づき、在宅療養支援診療所・病院、緩和

ケア病棟等と協働するためのカンファレンスを開催するなど、切れ目のないがん

医療を提供するための体制整備を進めてきました。 

県では、患者を中心として、急性期、回復期等の段階に応じて医療機関が役割

分担と連携を行う「循環型地域医療連携システム」を進めており、この連携のツ

ールとして地域連携クリティカルパスの運用を推進しています。「地域連携クリ

ティカルパス」は、拠点病院等が地域の医療機関と連携し、切れ目のないがん医

療を提供するためのツールであり、がんのパスは部位ごと等に分かれ運用されて

いますが、現状では、利用件数が少ない状況にあり、今後、地域連携に合った使

いやすいパスへの改善などの検討を進めていく必要があります。 

拠点病院等と、在宅医療を提供する医療機関、薬局、訪問看護ステーション等

との連携体制が十分に構築できていないことから、退院後も、継続的な疼痛緩和

治療を在宅で受けることが出来るようにする必要があるとの指摘があります。 

 

〔施策の方向〕 

○地域に移行した患者を支える医療圏単位の連携体制の構築 

がん患者がその療養する場所にかかわらず、質の高いがん医療を受けることがで

きるよう、拠点病院等を中心に、協力病院、がん医療や緩和ケアに対応する医療機

関、かかりつけ医、在宅療養支援診療所、かかりつけ歯科医、在宅療養支援歯科診

療所、訪問看護ステーション、訪問薬剤管理指導対応薬局などのほか、がん患者の

在宅ケアを支援する居宅介護支援事業所、居宅サービス事業者等の連携により、医

療圏単位の連携体制を構築し、推進します。 

拠点病院等は、切れ目のない医療・ケアの提供とその質の向上を図るため、医

療圏の実情に応じて、かかりつけ医が拠点病院等において医療に早期から関与す

る体制や、病院と在宅医療との連携及び患者のフォローアップのあり方について

検討し、推進します。 

拠点病院等は、地域の関係者等との連携を図るため、がん医療における専門・

認定看護師、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、社会福祉士等による多職種連携を

推進するとともに、施設間の調整役を担う者について配置を検討します。 

地域連携クリティカルパスは、そのあり方についての国による見直しを踏まえつ

つ、医療圏における医療連携の推進と利便性・効率性向上、医療の質向上の視点か

ら、さらなる活用に向けて検討します。 
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③がん医療を担う人材育成 

〔現状と課題〕 

県では、前計画において、「がん医療を担う人材の育成」を重点施策と位置づ

け、手術、放射線療法や化学療法などを専門的に行う医療従事者などの育成に取

り組んできました。集学的治療等の提供については、引き続き、手術療法、放射

線療法、薬物療法及び免疫療法を専門的に行う医療従事者を養成するとともに、

こうした医療従事者と協力して、がん医療に関する基本的な知識や技能を有し、

がん医療を支えることのできる薬剤師、看護師等の人材を養成していく必要があ

ります。 

千葉大学等は文部科学省の「多様な新ニーズに対応する『がん専門医療人材（が

んプロフェッショナル）』養成プラン※14」において、がん治療に携わる医師、看護師

等の養成を行っています。 

専門的な人材の育成については、県は、国立がん研究センターが行う専門的な研

修を受講する拠点病院の医師や看護師等に対して支援を行い、県がんセンターは、

拠点病院等で専門的ながん診療を行う医師、薬剤師、看護師等を対象とした研修を

実施しています。また、千葉大学大学院及び順天堂大学大学院では、がん看護専門

看護師を育成しています。 

 

がん医療に携わる医師等の育成については、拠点病院等が、早期診断、副作用対

応を含めた放射線療法、化学療法の推進及び緩和ケア等に関する研修を実施してい

ます。 

一方、近年、ゲノム医療等のがん医療が進歩し細分化が進んだことや、希少が

ん、難治性がん及び小児・ＡＹＡ世代のがん等の特性やライフステージに応じた

対応が必要とされていることにより、専門的な人材の育成を更に進めていくこと

が求められています。 

 

〔施策の方向〕 

○がん医療従事者への研修 

千葉県がんセンターは、がん専門修練医制度を活用し、がん医療に専門的に携わ

る医師の育成を引き続き行います。 

千葉大学等による文部科学省の「多様な新ニーズに対応する『がん専門医療人材

                                                      
※14
多様な新ニーズに対応する『がん専門医療人材（がんプロフェッショナル）』養成プラン：文

部科学省で行われている事業で、質の高いがん専門医等を養成し得る大学の取組に対して財政支

援を行うことにより、今後のがん医療を担う医療人の養成推進を目的としています。 
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（がんプロフェッショナル）』養成プラン」において、専門の医師、歯科医師、看護

師、薬剤師等を引き続き育成します。 

千葉県がんセンターは、拠点病院等におけるチーム医療を支援するため、専門職

種ごとの研修を充実させ、多職種協働が可能な人材の育成を行います。 

拠点病院等は、良質な腫瘍外科医、腫瘍内科医等の育成を進めるため、研修の相

互受入やキャンサーボードの相互参加等を行い、より一層質の高い研修の実施に積

極的に取り組みます。 

拠点病院等は、放射線療法や化学療法を行う専門的な医師や看護師、薬剤師、診

療放射線技師等の育成･確保に努めるとともに、地域の医療、看護に携わる人材の教

育、研修に取り組みます。 

拠点病院等は、国が今後のがん医療や支援に必要な人材と、幅広い育成のあり方

について２年以内に検討するのに合わせ、ゲノム医療や希少がん及び難治性がんへ

の対応や、小児・ＡＹＡ世代や高齢者といったライフステージに応じたがんへの対

応ができる医療従事者等の育成に取り組みます。 

 

 

④がんゲノム医療の提供体制づくりの検討 

〔現状と課題〕 

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がんゲノム医療へ

の期待が高まっており、国内外において様々な取組が行われています。 

国は、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構築するため、がんゲノム医療を牽引する高度な機能を有する

医療機関として、がんゲノム医療の中核となる「がんゲノム医療中核拠点病院」を

整備します。通常のがん医療とがんゲノム医療とを一体として提供するため、がん

ゲノム医療中核拠点病院と、また、がんゲノム中核拠点病院と連携してがんゲノム

医療を提供する医療機関として「がんゲノム医療連携病院」をがん診療連携拠点病

院等の仕組みに位置づけ、段階的に、全ての都道府県でがんゲノム医療の提供が可

能となることを目指しています。 

本県においても、がんゲノム医療中核拠点病院等を中心に、次世代シークエンサ

ー※15を用いたゲノム解析結果の解釈（臨床的意義づけ）や必要な情報を適切に患者

に伝える体制の整備、遺伝カウンセリングを行う者等のがんゲノム医療の実現に必

要な人材の育成やその配置等、がんゲノム医療提供体制づくりを検討する必要があ

                                                      
※15
次世代シークエンサー：核酸の配列を、同時並行で高速・大量に読み取る解析装置のことで

す。 
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ります。 

 

〔施策の方向〕 

○がんゲノム医療提供体制づくりの検討 

がんゲノム医療中核拠点病院やがんゲノム医療連携病院を中心に、がんゲノム医

療提供体制づくりを検討します。これによって、ゲノム医療を必要とするがん患者

ががんゲノム医療を受けられる体制の構築と、患者・家族の理解を促し、精神面で

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を目指します。 

 

 

⑤小児がん、ＡＹＡ※世代のがん、高齢者のがん 

 ※（Adolescent and Young Adult,思春期・若年成人） 

〔現状と課題〕 

 千葉県には６００人※16を超える小児がん患者がいます。がんは、子ども・ＡＹＡ

世代の病死の主な原因の１つで、多種多様ながん種を多く含んでおり、千葉県では、

２０歳未満の小児がんの年間死亡者数は２３人（平成２８年人口動態統計）となっ

ています。成長発達の過程においても、乳幼児から小児期、活動性の高い思春期・

若年成人世代といった特徴あるライフステージで発症することから、これらの世代

のがんは、成人の希少がんとは異なる対策が求められます。 

 

国は、平成２５年に全国１５ヵ所の「小児がん拠点病院※17」及び２ヵ所の「小児

がん中央機関※18」を整備し、診療の一部集約化と小児がん拠点病院を中心としたネ

ットワークによる診療体制の構築を進めてきました。今後は、均てん化が可能なが

ん種や、必ずしも高度の専門性を必要としない病態については、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や、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整備が求められています。 

 

県においては、平成２７年に千葉県小児がん診療医療機関実態調査を実施し、今

                                                      
※16

平成２８年度千葉県内の小児慢性特定疾病医療費助成制度における「悪性新生物」疾患群受給

数。 
※17
小児がん拠点病院：小児がんの医療および支援を提供する地域（近隣都道府県を含む）の中心

施設として、厚生労働大臣が指定した病院であり、地域における小児がん医療および支援の質の

向上の牽引を担っています。 
※18
小児がん中央機関：厚生労働大臣が指定した病院であり、拠点病院を牽引し、全国の小児がん

医療の質を向上させるための病院です。 
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まで明らかになっていなかった県内の小児がん診療が可能な医療機関を明らかに

し、相談窓口や教育体制、緩和ケア等の情報をまとめ、公表を行いました。 

 

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

成人領域の狭間で患者が適切な治療が受けられない恐れがあります。 

また、年代によって、就学、就労、妊娠等の状況が異なり、患者視点での教育・

就労・生殖機能の温存等に関する情報・相談体制等が十分ではないことから、個々

のＡＹＡ世代のがん患者の状況に応じた多様なニーズに応用できるよう、情報提供、

支援体制、診療体制の整備等が求められています。 

 

我が国においては、人口の高齢化が急速に進んでおり、今後、がん患者に占め

る高齢者の割合が増えることから、高齢のがん患者へのケアの必要性が増すとの

指摘があります。高齢者のがんについては、全身の状態が不良であることや併存

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るところですが、現状の診療ガイドライン等において、明

確な判断基準は示されていません。また、特に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

方についての検討が求められています。 

 

〔施策の方向〕 

○小児がんの対策 

 千葉県小児がん診療医療機関実態調査から明らかになった実態と併せて、県内

のがん医療や小児医療を担う医療機関等の関係者と連携を推進していきます。 

こども病院や千葉大学医学部附属病院等を中心に、県内の小児がん診療医療機

関のネットワーク化を推進していきます。 

今後も千葉県小児がん診療医療機関実態調査を継続していくことで、在宅医療

の実態の把握方法について検討します。 

 

○ＡＹＡ世代のがんの対策 

 国は、小児がん拠点病院で対応可能な疾患と成人領域の専門性が必要な病態と

を明らかにし、その診療体制を検討することや、多様なニーズに応じた情報提供

や、相談支援・就労支援を実施できる体制の整備について、対応できる医療機関

等の一定の集約化に関する検討をするとしています。 
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 拠点病院等は、専門的な治療施設の整備、遺伝性腫瘍、生殖医療に関する連絡

体制の整備に取り組んでいきます。また、県においては、国の動向を踏まえなが

ら、今後の方策を検討していきます。 

 

○高齢者のがんの対策 

拠点病院等は、国が策定する高齢者のがん診療に関する診療ガイドライン等に

基づき、全身の状態が不良であることや併存疾患があること等の高齢者の特徴に

合わせた適切ながん診療を推進します。 

 

 

⑥希少がん、難治性がん 

〔現状と課題〕 

希少がんは、個々のがん種としては頻度が低いものの、希少がん全体として

は、がん全体の一定の割合を占めています。希少がん診療の集約化は進めるべき

であるが、患者のアクセスへの懸念、専門施設と地域の拠点病院等とのシームレ

スな連携の必要性、専門的知識を有する質の高い医療従事者を継続的に育成する

システムの必要性、各々の希少がんを専門としない医療従事者に対する啓発等の

課題も指摘されています。 

 

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ち、

５年相対生存率が改善されていない膵がんやスキルス胃がんのような、いわゆる難

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〕 

○希少がん 

拠点病院等は、希少がんの種類毎に専門的な役割を分担し、一定の集約化と連

携を行うとともに、国が２年以内に整備する希少がんについて中核的な役割を担

う機関と連携し、希少がんの治療成績の向上等に資する研究開発の促進や診療の

質の向上を図ります。 

拠点病院等は、国が整備する、希少がんに関する情報を集約・発信する体制

や、全国のがん相談支援センターとの連携体制等を活用し、患者に対し、希少が

んについての適切な情報提供を行います。 
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○難治性がん 

拠点病院等は、難治性がんに関する情報を集約化し、難治性がんの治療成績の

向上等に資する研究開発の促進や診療の質の向上を図るとともに、患者に対し、

適切な情報提供を行います。 

 

 

⑦口腔ケアに関する医科歯科連携 

〔現状と課題〕 

がん治療においては、手術や、放射線療法、化学療法等の副作用による免疫力の

低下などにより、口腔内の衛生状態が悪化したり、口内炎等により口腔内の働きが

障害を受けやすくなります。 

口腔内の障害による、呼吸や飲み込み機能の低下は、誤嚥性肺炎の原因となるば

かりでなく、食べることなどの患者の生活の質に大きな影響を及ぼします。口腔機

能（噛む、飲み込む、呼吸する、話す、表情をつくる等）の全てを維持するために、

治療前から継続的で適切な口腔ケアを行うことが重要です。 

そのため、拠点病院等と歯科診療所が連携し、がん治療を開始する前に適切な口

腔ケアを受けられるための体制を整備するとともに、その後も継続した口腔ケアを

受けるための医科歯科連携の取組が推進されることが必要です。 

このような医科歯科連携の取組をスムーズに行うために、平成２３年度から、県

歯科医師会とがん治療病院とが連携して、がん患者の口腔ケアに関する医科歯科連

携の取組が始まっています。この取組では、地域の歯科医師への講習会の開催や、

がん治療病院と歯科医師との連携のあり方等の検討が行われています。 

さらに、千葉県がん診療連携協議会の地域連携クリティカルパス・臓器別腫瘍専

門部会の下に「口腔ケアパス部会」が平成２４年度に設置され、拠点病院等や協力

病院と連携し、取組を進めています。 

今後、このような取組を更に推進していくために、地域の歯科医師等への研修等

を通じた専門知識の普及と、がん治療病院と地域の歯科診療所などの多職種での情

報共有が必要であり、患者本人の認識を高めるための広報も重要です。 

 

〔施策の方向〕 

○口腔ケアに関する医科歯科連携の推進 

拠点病院等と歯科診療所が連携し、がん治療を開始する前に適切な口腔ケアを受

けられるための体制を整備するとともに、その後も継続した口腔ケアを受けるため

の医科歯科連携の取組を引き続き促進します。 
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また、患者自らの口腔ケアの意識を高めるための普及活動を行います。 

安心かつ安全で質の高い医科歯科連携を提供するために、千葉県がん診療連携協

議会は、口腔ケアに関する地域連携クリティカルパスを作成し、病診連携を推進し

ます。また、千葉県歯科医師会は、地域の歯科医師等への研修等を行い、専門知識

の普及を行います。 
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がん診療連携拠点病院等（15）・千葉県がん診療連携協力病院（17） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各病院の連絡先については１３７、１３８頁をご覧ください。 

医療圏 がん診療連携拠点病院等 千葉県がん診療連携協力病院

❶千葉大学医学部附属病院 ①千葉メディカルセンター（胃がん・大腸がん）

❷千葉医療センター ②千葉市立海浜病院（胃がん・大腸がん）

☆千葉県がんセンター ③千葉市立青葉病院（胃がん・大腸がん）

④千葉県済生会習志野病院（胃がん・大腸がん）

⑤谷津保健病院（胃がん・大腸がん）

⑥東京女子医科大学附属八千代医療センター

　（胃がん・大腸がん・肺がん・肝がん・乳がん）

⑦船橋中央病院（胃がん・大腸がん）

⑧千葉徳洲会病院（胃がん・大腸がん）

❻松戸市立総合医療センター ⑨千葉西総合病院（胃がん・大腸がん）

❼国立がん研究センター東病院 ⑩柏厚生総合病院（胃がん・大腸がん）

❽東京慈恵会医科大学附属柏病院 ⑪小張総合病院（胃がん・大腸がん・肺がん）

⑫新松戸中央総合病院（胃がん・大腸がん）

⑬成田赤十字病院（胃がん・大腸がん）

⑭東邦大学医療センター佐倉病院　（胃がん・大腸がん・子宮がん）

⑮聖隷佐倉市民病院（胃がん・大腸がん・乳がん）

香取海匝 ❿旭中央病院 ⑯千葉県佐原病院（胃がん・大腸がん）

山武長生夷隅 ⓫さんむ医療センター＜グループ先：旭中央病院＞

安房 ⓬亀田総合病院

君津 ⓭君津中央病院

市原 ⓮千葉労災病院 ⑰帝京大学ちば総合医療センター（胃がん・大腸がん・子宮がん）

印旛 ❾日本医科大学千葉北総病院

千葉

東葛南部

❸船橋市立医療センター

❹東京歯科大学市川総合病院

❺順天堂大学医学部附属浦安病院

東葛北部
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３ がんとの共生 

（１）緩和ケアの推進 

  

がん患者は、がんと診断された時からさまざまな苦痛を抱えています。 

平成２８（２０１６）年に改正されたがん対策基本法の基本理念には、新たに「がん患

者が尊厳を保持しつつ安心して暮らすことのできる社会の構築を目指し、がん患者が、そ

の置かれている状況に応じ、適切ながん医療のみならず、福祉的支援、教育的支援その他

の必要な支援を受けることができるようにするとともに、がん患者に関する国民の理解が

深められ、がん患者が円滑な社会生活を営むことができる社会環境の整備が図られること」

という条文が加えられました。 

その上で、国の基本計画では、「がんとの共生」が全体目標として掲げられ、「がん患者

が住み慣れた地域社会で生活していく中で、必要な支援を受けることができる環境整備を

目指す」とされています。 

県では、がんと診断された時から、最期を迎えるまで、入院でも外来でも在宅でも、 

患者と家族の希望に応じて緩和ケア※19が受けられる体制を構築するため、「がんと診断さ

れた時からの緩和ケアの推進」「終末期の緩和ケアの推進」を柱として、施策を推進して

きました。 

今期計画においても、引き続き、がん患者がいつでもどこに居ても、安心して生活し、

尊厳を持って自分らしく生きることを目指した施策を推進します。 

 

 

①がんと診断された時からの緩和ケアの推進 

〔現状と課題〕 

緩和ケアとは、重い病を抱える患者やその家族一人一人の身体や心などの様々なつ

らさをやわらげ、より豊かな人生を送れるよう支えていくケアです。がん患者・家族

は、がんと診断された時はもとより、治療の経過においても、様々な不安やつらさを

抱えており、身体症状の緩和のみならず、精神心理面や社会生活の問題も含めたトー

タルケアを、診断時の早期から取り入れていくことが重要とされています。 

そのため、県では、治療の初期段階からの緩和ケアを推進するため、拠点病院等を

中心に、相談や支援を受けられる体制の強化、専門的ケアの提供体制の整備、地域連

携体制の環境整備、緩和ケア研修会の充実に取り組んできました。 

                             
※19
緩和ケア：ＷＨＯ（世界保健機関）によれば、「生命を脅かす病に関連する問題に直面している患者

と家族の痛み、その他の身体的、身体的、心理社会的、スピリチュアルな問題を早期に同定し適切に評

価し対応することを通して、苦痛を予防し緩和することにより、患者と家族のクオリティ・オブ・ライ

フを改善する取り組みである。」（２００２年）と定義されています。（日本緩和医療学会） 
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その結果、すべての拠点病院等に、がん相談支援センターや緩和ケアチーム、緩和

ケア外来等の専門部門が整備され、拠点病院等を中心に、緩和ケアチームや緩和ケア

外来の設置、苦痛のスクリーニング※20の実施等、緩和ケアの提供体制の充実が進めら

れています。 

一方で、患者と家族に提供された緩和ケアの質については、施設間の格差も指摘さ

れ、がん患者と家族が抱えるさまざまな苦痛に対し、迅速かつ適切なケアが十分に提

供されていないという課題も残っています。 

平成２９年度に千葉県がん診療連携協議会緩和医療専門部会（以下「緩和医療専門

部会」という。）が実施した拠点病院等における緩和ケア提供体制に関する調査では、

緩和ケアチーム年間依頼件数や、緩和ケア外来の開設日数などに施設間の格差が見受

けられました。 

緩和ケア外来は、通院治療中の患者に、治療と並行し早期から専門的な緩和ケアを

提供できることや、患者や家族の希望に応じて、緩和ケア病棟や在宅緩和ケア等につ

なげる機会にもなることから、緩和ケアの普及に向けて体制整備が求められていると

ころです。あわせて、医療者と患者等とのコミュニケーションを充実させ、患者とそ

の家族が、痛みやつらさを訴えやすくする環境づくりも必要とされています。 

  

緩和ケアは、全人的なケアが必要な領域であるため、多職種が互いの役割や専門性

を理解し、共有することが可能な体制を整備し、連携を促進していくことが必要にな

ります。院内の緩和ケアの診療機能を十分発揮できるようにするため、院内のコーデ

ィネート機能や、緩和ケアの質を評価し改善する機能を持つ「緩和ケアセンター※21」の

機能をより一層強化することが求められています。また、「緩和ケアセンター」のない

拠点病院等においても、同様の機能を担える体制づくりに努めていく必要があります。 

緩和医療専門部会では、千葉県がんセンターが中心となり、緩和ケアチーム研修会

や緩和ケア提供体制に関する調査の実施等、県内の緩和ケアチームの質の向上に取り

組んでいます。一方、拠点病院等以外の病院における緩和ケアの提供状況については、

把握が十分できていないことが課題となっており、県全体の緩和ケアを推進していく

ためには、拠点病院等以外の病院における緩和ケアの実態を把握する必要があります。 

 

                             
※20
苦痛のスクリーニング：診断や治療方針の変更の時に、身体的苦痛や精神心理的苦痛、社会的苦痛な

ど、患者とその家族にとって重要な問題でありながらも取り上げられにくい問題について、医療従事者

が診療の場面で定期的に確認し、話し合う機会を確保することが必要とされています。 
※21
緩和ケアセンター：拠点病院等において、緩和ケアチーム、緩和ケア外来、緩和ケア病棟等の専門的

な緩和ケアを統括する院内拠点組織のことを指します。 
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がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会は、本県では、千葉県単位型緩和ケ

ア研修会として、拠点病院等を中心に開催し、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ことを目指してきました。その結

果、平成２９年３月末までの研修修了者は、拠点病院等の医師 ２,４５６名、拠点病

院等以外の医療機関の医師８７４名、合計３,３３０名、医師以外の医療従事者   

１,２７２名となっています。特に、拠点病院においては、がん患者の主治医や担当医

となる医師の研修会受講率 9 割以上を目指していましたが、実際の受講率は、平成  

２９年３月末時点で、８７．７％であり、引き続き、受講促進を行っていく必要があり

ます。 

平成２９年１２月に「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」が発出され、研修対象者については、医師・歯科医師に加え、協働して緩和ケア

に従事する医療従事者が追加されました。県は、国に先んじて、医師・歯科医師以外の

医療従事者の受講を受け入れていますが、内容や形式の変更として、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

ログラムに入れること、地域の医師も受講しやすいよう利便性を改善することが求め

られています。 

 

〔施策の方向〕 

○緩和ケア研修の充実 

県は、緩和ケア研修について「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」に準拠した内容や形式の変更を検討し、拠点病院等は、それを踏まえ緩和

ケア研修会を開催します。 

拠点病院等は、自施設のがん等の診療に携わる全ての医師・歯科医師が緩和ケア研

修の受講を修了することを目指すとともに、地域で連携している医療機関の医師・歯

科医師の受講状況の把握や受講促進を通じて、基本的な緩和ケアを実践できる人材の

育成に取り組みます。また、看護師、薬剤師等の医療従事者の研修も引き続き推進し

ていきます。 

県は、拠点病院等と連携し、がん等の診療に携わる医師等の緩和ケア研修会への参

加機会の確保に努めます。また、広報等により、関係機関やがん等の診療に携わる医

師・歯科医師等への研修会の周知を図ります。 

 

○相談支援を受けられる体制の強化 

   拠点病院等は、苦痛のスクリーニングにより苦痛を定期的に確認するとともに、苦

痛を抱えた患者を緩和ケアチーム等の症状緩和の専門家につなぐ体制づくりに努め、

苦痛への迅速な対処を目指します。 
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   拠点病院等を中心としたがん診療に携わる医療機関は、医療者と患者・家族のコミ

ュニケーションの充実に努めるとともに、院内の全ての医療従事者間の連携を診断時

から確保し、相談支援の体制の強化を目指します。 

 

○拠点病院等における緩和ケア提供体制の充実 

   拠点病院等は、引き続き、がん診療に緩和ケアを組み入れた体制の整備・充実に努

め、緩和ケア外来の開設日の増加など、量的な拡充を行い、緩和ケアが早期に提供で

きる機会の拡大を図るとともに、緩和ケアチームの施設間格差を縮小し、質の向上を

目指します。 

  「緩和ケアセンター」を持つ拠点病院等は、院内の専門的な緩和ケア部門のコーディ

ネート機能や、緩和ケアの質を評価し改善する機能の強化に努め、緩和ケア提供体制

の充実に取り組みます。また、「緩和ケアセンター」のない拠点病院等は、既存の管理

部門を活用し、その機能を担う体制を整備するほか、院内体制を整備し、緩和ケアの

質の評価・改善に努めます。 

   緩和医療専門部会は、拠点病院等における緩和ケア提供体制を充実させるため、各

機関の取組や課題について、情報共有する機会を設け、「緩和ケアセンター」や緩和ケ

アチーム、緩和ケア外来等の質の向上を推進します。 

  県は緩和医療専門部会と連携し、拠点病院等以外の医療機関においても緩和ケアを

推進するため、調査を検討し、実態把握に取り組みます。  

 

 

②地域緩和ケアの推進 

 〔現状と課題〕 

   地域緩和ケアとは、がん患者とその家族が住み慣れた地域社会において、安心して自 

分らしく生活することができるよう、地域の状況に応じて、医療・福祉・介護を中心と 

した様々な人々が協働し、緩和ケアを提供していくことです。 

これまで、住まいの場での死亡割合の増加や、がん患者の看取りをする医療機関の増 

加を目標に掲げ、在宅緩和ケアを担う人材育成や、多様な主体が参加できる地域の特性 

に応じたネットワークづくり等を推進してきました。 

  千葉県において、平成２７年の県内のがんによる在宅死亡割合は１４．４％、 そのう

ち自宅死亡割合は１２．１％となっており、非がんに比べ、在宅死亡割合が低くなって

います。（人口動態統計） 

（非がんによる在宅死亡割合２５．０％、そのうち自宅死亡割合１６．７％、全体の在

宅死亡割合２１．９％、そのうち自宅死亡割合１５．３％）（※全国平均：がん在宅死 
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亡割合１３．３％、そのうち自宅死亡割合１０．４％、非がん在宅死亡割合２４．５％、

そのうち自宅死亡割合１３．６％） 

がんによる在宅死亡割合は、平成１７年の５．９％から前年を上回る割合で増加してき

ましたが、平成２５年以降、横ばい傾向にあります。 

 平成２９年度に実施した「千葉県がん対策に関するアンケート調査」によると、終末

期に自宅を療養場所として希望するがん患者は７２％、自宅を死亡場所として希望する

患者は４５％でした。患者が終末期の療養場所や、最期を迎えたい場所として、自宅を

希望する一方で、必ずしも患者の望む場所で最期を迎えられていない現状にあることが

考えられます。 
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今後、ますます高齢のがん患者が増加し、自宅や介護施設などで療養する患者の増加

が予想されます。また、平成３７年（２０２５年）には４世帯に１世帯は高齢の一人暮

らし又は高齢夫婦のみの世帯になると見込まれており、家族形態の変化や価値観の多様

化を踏まえ、終末期の看取りまで視野にいれた体制づくりが求められています。 

高齢のがん患者は、認知症をはじめ、他の生活習慣病などを合併し、既に在宅医療・

介護サービスを利用している場合や、がんの療養中に、加齢や病気の進行により、介護

サービスを受ける場合が多いことが考えられます。 

また、高齢者は、生活環境の変化により、心身の状態が不安定になりやすく、住み慣

れた自宅や介護施設を、療養生活の場として選択できるよう、介護施設への在宅緩和ケ

アの普及が急務となっています。 

しかし、介護施設では、スタッフの漠然とした不安や、がんという疾患への抵抗感等

もあり、受入れが進まない状況も見受けられます。 

県では、がん患者が住み慣れた施設において、介護スタッフから心地よい介護を受け、

最後まで穏やかな療養生活を送ることを支援するため、平成２９年１０月に「介護スタ

ッフのための緩和ケアマニュアル～がん患者さんとご家族が心穏やかに過ごせるように

～」を作成しました。 

今後は、介護施設で、緩和ケアマニュアルを活用し、在宅緩和ケアの取組ができるよ

う、施設等の特性や課題を踏まえて、在宅緩和ケアに関する具体的な相談ができる仕組

みを検討する必要があります。 

 

在宅で療養生活を送るがん患者・家族にとって、症状の増悪等の緊急時において、入

院可能な病床が確保されていることは安心につながります。しかし、拠点病院等をはじ

めとした医療機関において、症状が急変したがん患者や医療ニーズの高い要介護者の受

入れ体制が十分に整備されていない状況も指摘されています。 

平成２８年度診療報酬改定では、緩和ケア病棟における在宅療養支援の充実として、

「緩和ケア病棟緊急入院初期加算」が新設され、緩和ケア病棟の機能を活かした在宅療

養支援が期待されています。 

また、緩和ケア病棟から在宅療養への移行支援をはじめ、医療・介護の連携を通じて、

緩和ケアの知識や技術が、地域の医療・介護施設へ波及することが見込まれます。 

 

地域の実情に応じた在宅緩和ケアの提供体制の充実にあたっては、在宅緩和ケアを担

う医療・介護関係者等の育成を行う必要があります。また、職種間の相互理解や、連携

構築に向けた取組が求められています。在宅療養支援診療所や訪問看護事業所の機能を

活かした連携促進が期待されています。 
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県では、国の指針に基づく緩和ケア研修に加え、地域の開業医や訪問看護師等を主な

対象とした研修会を、地域緩和ケア支援事業の中で実施してきました。多職種の参加や

相互理解の機会となる等、一定の成果は見られていますが、地域特性への配慮や、在宅

緩和ケアの実践に向けた顔の見えるネットワークづくりが今後の課題となっています。 

   

がん患者やその家族は、医療・介護資源の偏在や、療養生活に関する情報不足などに

より、さまざまな不安を抱え、在宅への移行が難しくなっていることも考えられます。

住み慣れた自宅や地域での療養生活を選択する場合においても、患者・家族の求める情

報が十分に提供されていない状況も見受けられます。 

県では、地域緩和ケア支援事業の中で、社会資源調査を行い、在宅緩和ケアの提供状

況を、「千葉県がん情報 ちばがんなび」にて情報提供しています。引き続き、住み慣れ

た地域において緩和ケアの提供が受けられる医療・介護施設に関する情報を県民に発信

するとともに、終末期を在宅で過ごす選択肢があることを普及啓発する必要があります。 

 

〔施策の方向〕 

○地域の状況に応じた地域緩和ケアの提供体制の構築 

県は、がん患者や家族が住み慣れた地域において、自宅や施設など希望する場所で、 

患者の意向に沿った緩和ケアを受けられるよう、地域の実情を踏まえた在宅緩和ケアの

効果的な推進方法を検討します。   

県及び拠点病院等は、在宅緩和ケアを提供している医療・介護施設の状況など、地域 

ごとの実態把握に努めるとともに、病院や在宅療養支援診療所、かかりつけ医、薬局、

訪問看護事業所など地域における医療と介護の連携を促進し、がん患者が希望する場所

で療養生活を送れるよう支援します。 

 

 

○地域緩和ケアに携わる医療・介護従事者の人材育成と連携強化 

県は、地域緩和ケア支援事業を引き続き実施し、在宅緩和ケアの普及と人材育成に努

めるとともに、在宅緩和ケアへの多職種の参画と職種間の相互理解を促進します。 

拠点病院等は、地域特性に配慮した研修会や地域カンファレンス等の開催を検討し、

病院や在宅緩和ケア充実診療所、在宅療養支援診療所、訪問看護事業所、地域包括支援

センター※22等を中心とした医療・介護の顔の見えるネットワークづくりを支援します。 

                             
※22
地域包括支援センター：市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等の配

置による３職種のチームアプローチによって、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を

行うことで、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設（介護保険

法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４６第１項）です。 
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県は、高齢者・介護施設等のがん患者の受け入れを支援するため、「介護スタッフのた

めの緩和ケアマニュアル」を活用した在宅緩和ケアの普及に取り組みます。 

 

○在宅緩和ケアに関する情報提供、相談支援の充実 

 県は、地域の在宅緩和ケアに関する情報を収集し、拠点病院等、市町村、在宅医療関

係者、介護保険関係者等と連携しながら、住み慣れた地域において緩和ケアの提供が受

けられる医療・介護施設に関する情報提供、相談支援の充実に努めます。 

  県及び拠点病院等は、在宅緩和ケアに関して県民の理解を深めるため、患者会、在宅

医療・介護を担う関係団体等と協力し、普及啓発を図ります。 
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（２）相談・情報提供・患者の生活支援 

 

 医療技術の進歩やインターネットの普及、患者の療養生活が多様化する中で、拠点

病院等のがん相談支援センターが中心となって、患者とその家族が抱く療養上の疑問

のみならず、精神的、心理社会的な悩みについても、対応していくことが求められて

います。また、がんに関する情報があふれる中で、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

体等の活動等）にアクセスできるような環境を整備していくことが求められています。 

 近年では、がんの早期発見や治療期間の短縮等により、がんと診断されても復職・

就労継続することが可能となっています。患者が働きやすい環境を整備するため、医

療分野だけでなく、労働分野とも連携を図りながら、就労支援対策を推進していきま

す。 

 

 

①相談支援の充実 

〔現状と課題〕 

がん診療連携拠点病院では、病院内のがん相談支援センターに、専門的な研修を

修了した相談員が配置され、自院の患者だけでなく、他院の患者や、医療機関から

の相談に対応しています。 

しかし、年々、相談件数は増加していると共に内容は多様化しています。がん相

談支援センターの人員が限られている中で、さまざまな患者・家族の相談に応じ、

適切な情報を提供できるよう、人材の適切な配置や相談員の資質向上が必要です。 

 

また、平成２９年度に県が実施した「千葉県がん対策に関するアンケート調査」

によるとがん相談支援センターを「知っている」と答えた患者の割合は６０％であ

り、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

っていません。 

今後、がん相談支援センターの体制の充実を図ると共に、がん患者やその家族に

対するがん相談支援センターのさらなる周知が必要です。また、どこにいても、が

ん相談により十分な情報が得られ、安心して治療に臨める環境をつくる、相談支援

のネットワークの構築が必要です。 

 

社会的な問題としては、がんに対する「偏見」があり、がん治療に伴う外見（アピ

アランス）の変化や診断早期における生殖機能の温存等に関する相談支援体制が構

築されていないことが指摘されています。 
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また、がん患者の自殺は、診断後１年以内が多いという報告があります。拠点病

院等であっても相談体制等の十分な対策がなされていない状況にあり、診療に携わ

る医師や医療従事者を中心としたチームでの対応の必要性も指摘されており、国で

は今後、効果的な介入のあり方について検討するとしています。 

 

県では、がんに関する様々な相談をワンストップで対応することを目的とした「地

域統括相談支援センター」を千葉県がんセンターに設置しています。 

センターでは、相談業務の他、がんに関する療養情報「千葉県がんサポートブッ

ク」や「千葉県がん情報 ちばがんなび」によるがんに関する療養情報や、患者会・

患者サロン等の地域の情報の発信、ピア・サポーター養成研修の開催、ピア・サポ

ーターズサロンちばの運営等の業務を行っています。 

 

ピア・サポーターとは、ピア（仲間）とサポーター（支援者）を合わせた言葉で、

千葉県がんピア・サポーターは「がん患者等の支援を行うがん経験者」です。がん

患者にとって、同じような経験を持つ者による相談支援や、患者同士が体験を共有

できる場の存在は重要であり、県では、ピア・サポーター養成研修を開催し、がん

体験者の立場からがん患者・家族をサポートできる人材を養成しています。養成し

た千葉県がんピア・サポーターによる相談会（「ピア・サポーターズサロンちば」）

を１４病院で開催しています。 

ピア・サポーターズサロンちばの開催は、患者の相談の機会の拡充と共に、千葉

県がんピア・サポーターが実際の経験を積み重ねること等により、資質の向上にも

つながっています。 

また、ピア・サポーターフォローアップ研修を開催し、千葉県がんピア・サポー

ターのさらなる資質の向上を図っています。 

 

患者団体や患者支援団体でも患者やその家族に対する支援の役割を担っています。

県内では「がん患者団体連絡協議会」を構成する 1０の団体を始めとする多くの団体

が、病院や地域で患者やその家族の悩みや不安への対応、分かち合いなどのピア・

サポートを行っています。また、がん患者団体連絡協議会は県やがん診療連携協議

会等と共催し、がん患者とその家族が必要な支援を受けられる社会の実現を目指し

て「千葉県がん患者大集合」を開催しています。 

さらに、がん診療連携拠点病院では、患者・家族同士が自らの悩みや不安を語り

合う「患者サロン」が開催されています。がん診療連携拠点病院以外でも患者団体

が主催する患者サロンが開催されている地域があります。 
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しかし、ピア・サポート事業、患者サロン・患者会等に対する認知度や理解はま

だ充分とはいえません。県はピア・サポーターの質の確保と、がん診療連携拠点病

院等と連携してピア・サポーターの活動方法や活動場所の拡大を検討するとともに、

さらなる周知に努める必要があります。 

 

〔施策の方向〕 

 ○がん相談支援センターの周知と充実 

 がん診療連携拠点病院は、相談員の資質向上のため、国立がん研究センターが実

施する相談員研修の受講を推奨します。 

千葉県がん診療連携協議会を中心に、各がん診療連携拠点病院等の相談員間の連

携やがん診療連携拠点病院を始めとする県内病院のがんに関わる相談員向け研修

会を推進します。 

がん診療連携拠点病院は、院内・院外での相談支援センターの周知・理解を図り

ます。特に院内においては、患者が治療の早期からがん相談支援センターの存在を

認識し確実に支援を受けることができるよう、主治医等の医療従事者が、診断早期

に患者や家族へがん相談支援センターについて説明することなど、がん相談支援セ

ンターの利用を促進させるための方策を検討します。また、院外においては、がん

診療連携協議会を通じ病院間の相談支援の連携協力の体制づくりを推進します。 

県は、がん相談支援センターの周知を支援します。 

 

 ○千葉県地域統括相談支援センターの充実 

 がん医療や療養生活、緩和ケア、介護、福祉、地域との連携、患者会、患者サロ

ン等、多様化する幅広い相談に対応する体制を整えると共に、患者・家族のライフ

ステージに応じた有効な情報をホームページや小冊子等でわかりやすく発信しま

す。 

 また、がん体験者が他の患者・家族の悩みを聴いたり、自らの体験を語るピア・

サポーターの活動を支援します。 

 

 ○ピア・サポーターの育成・活用 

 県は、ピア・サポーターを育成し、フォローアップ研修等を通じて、ピア・サポ

ーターの資質の向上に努めます。また、県がんセンターと連携してがん診療連携拠

点病院や患者サロン等でのピア・サポーターの活動の場を拡大します。 

 県及びがん診療連携拠点病院は、患者会・患者サロンの広報をします。 

 県は、患者会等が行うがん患者支援に資する自主的な活動に協力します。 
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②情報提供の充実 

〔現状と課題〕 

県では、「千葉県がん情報 ちばがんなび」を開設し、県内のがんに関する情報

を取りまとめて発信しています。また、がんと診断されたり、治療を受ける時に役

立つ地域の情報を取りまとめた冊子、地域の療養情報「千葉県がんサポートブック」

を作成し、様々な悩みを相談できる身近な窓口や医療費・生活費への支援制度等を

掲載しています。 

しかし、平成２９年度に県が実施した「千葉県がん対策に関するアンケート調査」

によると、「千葉県がん情報 ちばがんなび」を知っていると答えた割合は１７％

であり、今後より一層の周知が必要です。 

また、医療技術の進歩やインターネットの普及に伴い、がんに関する様々な情報

が溢れ、がんに関する情報の中には、科学的根拠に基づいているとはいえない情報

が含まれていることがあり、県民が正しい情報を得ることが困難な場合があります。

そのため、科学的根拠に基づく情報について、国立がん研究センターのホームペー

ジに最新の情報が掲載されていることを周知すると共に、「千葉県がん情報 ちば

がんなび」等でも情報提供していく必要があります。そして、がん相談支援センタ

ーでは、患者等が必要とする情報に辿り着けるよう支援を行う必要があります。 

さらに、がんの治療成績の向上に伴い、がん経験者は増加しており、がん治療に

伴う外見（アピアランス）の変化や治療等にかかる経済的な問題、がん治療中の食

欲低下や体力回復に向けた食生活支援等の、がん患者・経験者のＱＯＬ※23向上に向

けた情報提供体制を構築する必要があります。 

 

〔施策の方向〕 

○「千葉県がん情報 ちばがんなび」「千葉県がんサポートブック」の周知と充実 

県及び千葉県地域統括相談支援センターは、「千葉県がん情報 ちばがんなび」

「千葉県がんサポートブック」について、国、国立がん研究センターがん対策情報

センター、医療機関、市町村、患者会等と連携し、情報をさらに充実させ発信しま

す。 

県及び千葉県地域統括相談支援センターは、「千葉県がん情報 ちばがんなび」

「千葉県がんサポートブック」のさらなる周知を行います。 

 

○患者の生活を支援する情報の提供 

県及びがん診療連携拠点病院は、がん治療に伴う、外見（アピアランス）の変化

                                                      
※23 ＱＯＬ：Quality Of Life の略で、生活の質のことを指します。 
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や治療等にかかる経済的な問題、がん治療中の食欲低下や体力回復に向けた食生活

支援等の、がん患者・経験者のＱＯＬ向上に向けた情報を、「千葉県がん情報 ち

ばがんなび」やがん診療連携拠点病院のホームページ等で発信します。 

がん診療連携協議会では、がん相談支援センターが適切な情報を提供できるよう

な支援体制の検討を行います。 

 

 

③就労支援の充実 

〔現状と課題〕 

千葉県がん登録事業報告書（第２１報、２０１３年確定値）によると、県内では、

２０歳から６４歳までのいわゆる就労世代において、１０，２０３人ががんに罹患

しています。これは、全年齢のがんに罹患した患者の３割にあたります。 

「治療と職業生活の両立等支援対策事業（平成２５年度厚生労働省委託事業）」に

おける企業を対象に実施したアンケート調査によれば、疾病を理由として１か月以

上連続して休業している従業員がいる企業のうち、がんを理由とする割合が 

約２１％となっております。また、「平成２８年国民生活基礎調査」に基づく推計に

よれば、仕事を持ちながら、がんで通院している者の数は、全国で約３６万人と言

われています。 

 

がん医療が進歩し、がんに罹りながら、社会的な活動を続けている人が増えてお

り、厚生労働省の研究班が行った「治療と就労の両立に関するアンケート調査（２

０１２年報告）」では、診断時に就労していた方の約７割が、同じ職場に復帰してい

るとわかりました。しかし、がん患者・経験者とその家族の中には就労可能である

にもかかわらず、復職、継続就労、新規就労することが困難な場合があります。「働

くがん患者の職場復帰支援に関する研究（２０１３年実施）」によると、がんと診断

されたのちに依願退職または解雇された患者の割合は約３割となっています。 

国が平成２８年に行った「がん対策に関する世論調査（内閣府）」において、がん

患者が働き続けることを難しくさせている理由として、周囲の理解に関することが

挙げられています※24。がん患者が診断時から正しい情報提供や相談支援を受けられ

ることに加え、企業に対しても、調査により実態を把握した上で、必要な情報提供

を行い、患者ががんと診断されてもすぐに仕事を辞めず、復職・就労継続しやすい

                                                      
※24

「がんの治療や検査のために２週間に一度程度病院に通う必要がある場合、働き続けることを

難しくさせている最も大きな理由は何だと思うか」という質問に対して「代わりに仕事をする人

がいない、またはいても頼みにくいから」と答えた者の割合が２１．７％、「職場が休むことを

許してくれるかどうかわからないから」と答えた者の割合が２１．３％となっています。 
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環境づくりを行っていく必要があります。 

 

がん診療連携拠点病院等のがん相談支援センターでは、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寄せられて

いますが、病院の相談窓口だけで解決できる問題ではなく、千葉労働局や千葉産業

保健総合支援センター等、さまざまな関係者との連携も含めた、適切な相談支援や

情報提供が行われる必要があります。また、多様化する相談内容に対応するため、

がん相談支援センターの相談員や企業の人事担当者等、実際に患者と接する機会の

多いスタッフが、最新の知見を得ながら、相談対応能力を向上していく必要があり

ます。 

 

県では、平成２５年度より千葉県がん対策審議会に就労支援部会を設置していま

す。そこで、がん患者・経験者、がん診療連携拠点病院等のがん相談支援センター、

事業所等に対して実態調査を行い、その結果を踏まえて、平成２８年３月に「がん

患者の就労支援に関する情報提供書※25」等を作成する等、就労支援施策をすすめて

います。特に「がん患者の就労支援に関する情報提供書」については、企業側の「従

業員が復職するにあたり、何に気をつけたら良いのだろう？」という声と患者側の

「こういう部分で会社に配慮してほしい」という声を基に、患者、会社、主治医で

情報共有するためのツールになっており、活用のための周知をすすめていく必要が

あります。 

また、国では、転職や再就職の相談に対応するため、公共職業安定所とがん診療

連携拠点病院等と連携した就職支援事業等に取り組んでいます。 

 

〔施策の方向〕 

○労働局等と協働し、就労支援に関する情報を提供 

 労働局が中心となって設置している「千葉県地域両立支援推進チーム※26」等と協

働しながら、患者・家族、企業、医療従事者等に対し、就労支援に関する情報を提供

していきます。 

 

                                                      
※25
がん患者の就労支援に関する情報提供書:事業所の人事担当または産業医から主治医へ業務内

容等を伝えるための「復職・就労継続支援に関する情報提供依頼書」と、主治医から事業所の人

事担当または産業医へ就労継続についての意見を伝える「復職・就労継続支援に関する情報提供

（診断書）」で構成されています。 
※26
千葉県地域両立支援推進チーム:地域における治療と仕事の両立支援の取組を効果的に推進す

るために設置されており、地域における関係者がネットワークを構築し、互いの取組の連携図る

ことを目的に活動を進めています。 
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○就労支援に関する相談支援体制の周知と充実 

 患者・家族に限らず、誰でも相談できる窓口として、がん診療連携拠点病院等に

設置されているがん相談支援センターを、事業者の相談窓口として、千葉産業保健

総合支援センター※27の周知を図っていきます。 

 また、がん相談支援センター等で実際に対応する看護師、相談員等に対し、相談

対応能力の向上を図るため、研修会の受講を促進していきます。 

 

○復職・就労支援に関する企業向けの情報提供 

平成２８年３月に公表した「がん患者の就労支援に関する情報提供書」及びリー

フレット「がんと診断されても、すぐに仕事を辞めないで」について、活用促進の

ために周知を図ると共に、より活用されやすいものとなるよう、活用状況による改

善等に取り組んでいきます。 

従業員と企業、それぞれに対し、就労継続のために必要な情報をまとめた資料を

作成し、がんについて正しく理解することで、治療と仕事の両立が可能となるよう

呼びかけていきます。 

 

○就労に関するニーズや課題についての実態調査 

 がん患者が就労継続しやすい環境を整えるため、企業に対して実態調査を行い、

そこから得られた課題について対策を検討していきます。 

                                                      
※27
産業保健総合支援センター:各都道府県に設置されており、事業場で産業保健に携わる事業

主、人事労働者、産業医、産業保健スタッフ等に対して、研修や専門的な相談への対応等を行う

支援機関のことです。 
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（３）がん教育 

 

がんは日本人の死亡原因の第１位となっており、また２人に１人が一生のうちに何

らかのがんと診断されるといわれます。多くのがんは、早期発見と治療方法の進歩に

より生存率が向上し「不治の病」から「長く付き合う病気」になりました。 

千葉県がん対策推進条例（平成２５年千葉県条例第２４号）第８条では、「県は、市

町村と連携し、学校その他の教育機関において児童及び生徒ががんに関する理解を深

めるための教育が行われるよう必要な施策を講ずるものとする」とされています。 

また、平成２８年に一部改正されたがん対策基本法（平成１８年法律第９８号）第

２３条においても、がんに関する教育の推進のために必要な施策を講ずるものとされ

ており、がん教育を推進していくことが求められています。 

 

 

①がん教育の推進 

〔現状と課題〕 

子どもの頃から、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する

ことは重要です。そこで、がんに対する正しい知識、がん患者への理解を通じ、健

康と命の大切さに対する認識を深めることを目的にがん教育を推進していくこと

が必要となります。 

学校では、国の作成したがん教育の教材等により、がん教育が推進されています。 

本県では、医師、看護師などがんに関わる専門家や相談員、がん経験者などを外

部講師として、小中高校などの教育機関に派遣し、がん教育を行っています。 

このような状況の中、教員に対するがん教育の意義の理解促進、外部講師に対す

る教材・指導案及び指導上の留意点等の周知を図ることが重要です。 

なお、国の計画においては、学校におけるがん教育について、全国の実施状況を

把握した上で、地域の実情に応じた外部講師の活用体制を整備し、がん教育の充実

に努めることとされています。 

 

〔施策の方向〕 

 ○健康と命の大切さを学ぶがん教育の推進 

 県は、市町村、教育機関、医師会、患者団体等の協力のもと、がんに対する正し

い知識、がん患者への理解を通じ、健康と命の大切さに対する認識を深めるための

がん教育を推進します。 

県は、がん教育を実施している団体等を把握し、周知することで、外部講師の活

用体制を整備し、がん教育の充実に努めます。 
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県は、教員に対するがん教育の意義の理解促進、外部講師に対する教材・指導案

及び指導上の留意点等の周知を図るため、国の動向を踏まえ、研修会等の実施を検

討します。 

H30.2.6

66



（４）子ども・ＡＹＡ※世代に応じたがん対策 

   ※（Adolescent and Young Adult,思春期・若年成人） 

 

 がんによって、個々のライフステージごとに、異なった身体的問題、精神心理的問題及

び社会的問題が生じることから、小児・ＡＹＡ世代の「ライフステージに応じたがん対策」

を講じていく必要があります。 

 

 

①子ども・ＡＹＡ※世代に応じたがん対策の推進 

 ※（Adolescent and Young Adult,思春期・若年成人） 

〔現状と課題〕 

 子ども・ＡＹＡ世代のがんは、他の世代に比べて患者数が少なく、疾患構成も多様で

あり、医療従事者に診療や相談支援の経験が蓄積されにくくなっています。また、乳幼

児期から思春期・若年成人世代まで、幅広いライフステージで発症し、晩期合併症※28の

ため、治療後も長期にわたりフォローアップを要すること、年代によって、就学、就労、

妊娠等の状況が異なり、個々の状況に応じた多様なニーズが存在することから、成人の

がんとは異なる対策が求められています。 

 

県は、これまで様々な取り組みにより、小児がん支援を実施してきました。 

千葉県小児がん診療医療機関実態調査では、県内の小児がん診療が可能な医療機関を

把握し、面会時間や学習面のサポート状況といった環境・療養生活等の情報をまとめ、

情報の一元化を行いました。また、調査結果を活用し、診断直後の不安を軽減すること

を目的とした、小児がん患者・家族向け情報冊子『安心して闘病生活を送るために』を

作成、医療機関等に配付しました。 

患者・家族を対象とした実態調査からは、同じ仲間による支援（ピア・サポート）が

闘病中の患者・家族の大きな支えとなることがわかり、小児がん経験者や家族を対象に

小児がんピア・サポーター研修会を実施しました。 

                             
※28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。 
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〔施策の方向〕 

○医療・教育・就労・福祉全般に渡る相談支援体制の整備 

 がん診療連携拠点病院の相談支援センターでは、子ども・ＡＹＡ世代の相談に対応

できるよう努めており、特に小児がんについては、こども病院や一部がん診療連携拠

点病院で専門的に対応しています。今後も更なる医療機関同士の連携による機能強化

に努めていきます。 

 子ども・ＡＹＡ世代のがん患者が治療を受けながら学業を継続できるよう、医療関

係者と教育関係者が連携し、入院・療養中の教育支援、退院後の学校・地域での受け入

れ支援体制の整備等を進めていきます。 

 小児がんで小児慢性特定疾病医療費助成制度を受給中の患者や家族に対し、健康福

祉センター（保健所）等において、患者・家族からの相談に応じ、必要な情報や助言を

行います。また、医療・保健・福祉・教育・就労分野等の関係機関と連絡調整等の業務

を行い、患者等の健全育成、自立促進の支援を図っていきます。 

 子ども・ＡＹＡ世代のがんについて理解を図るために、医療機関や相談体制、教育

支援等の情報収集を進め、「千葉県がん情報 ちばがんなび」や千葉県ホームページに

掲載し周知に努めます。 

 

○小児がんにおけるピア・サポート活動 

 同じ仲間による支援（ピア・サポート）が闘病中の患者・家族の大きな支えとなるこ

とから、ピア・サポートサロンの開催やピア・サポート活動に参加する人材の資質の

向上のための研修を行います。 

 

○長期フォローアップ体制の検討 

 国は、子ども・ＡＹＡ世代のがんの経験者が治療後の年齢に応じて、継ぎ目なく診

療や長期フォローアップ※29を受けられる体制の整備を進めるため、３年以内に「小児

がん医療・支援のあり方に関する検討会」及び「がん診療提供体制のあり方に関する

検討会」で検討を行い、小児がん拠点病院とがん診療連携拠点病院等の整備指針の見

直しを行うこととしています。 

                             
※29長期フォローアップ：原疾患の治療がほぼ終了し、診療の重点が晩期合併症、後遺症や副作用対策

が主となった時点からの対応のこと（出典：がん対策推進協議会小児がん専門委員会資料）。 
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 県は、国の動向を踏まえて今後の方策を検討していきます。 
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４ 研究等 

（１）がん研究 

  

現代のがん医療は、日進月歩するがん研究と密接に結びついており、その研究の成

果はがん医療の効果を左右する非常に重要なものとなっています。そのためにも今後

研究の推進がより図られる必要があります。 

 

 

①基礎研究・橋渡し研究の推進 

〔現状と課題〕 

ゲノム解析（遺伝子解析）※30の技術の進歩により、がんの原因となる遺伝子の異

常を調べることができるようになりました。これにより、それぞれのがんの性質を

判断したうえで、がん治療法、特に化学療法を選択し、がん患者一人一人にあった

治療を行う、いわゆるゲノム医療の時代に突入しています。ゲノム解析によるがん

治療をより効果的に時宜を得て行うためには、治療指針となるバイオマーカー※31の

研究と治療過程で採取された生体サンプルを保存するバイオバンク※32技術の充実

が不可欠です。 

                                                      
※30
ゲノム解析（遺伝子解析）：ゲノム解析とは、生物のゲノムのもつ遺伝情報を総合的に解析す

ることです。ゲノム解析は、ゲノムを構成する DNA 分子の塩基配列（GATC のならび）を決める

ことから始まります。しかし、塩基配列データからだけでは、どこにどのような遺伝子があるの

かは簡単にはわかりません。そこで、転写・翻訳によって作られるメッセンジャーRNA やタンパ

ク質などの遺伝子産物の解析、生物種間で塩基配列がどれだけ似ているかなどの比較、さらに大

腸菌や培養細胞、マウスなどの実験生物で解析された個々の遺伝子に関するデータなどを基に解

析を進めます。 
※31
バイオマーカー：バイオマーカーは血液中や尿中、あるいは身体の組織の中に含まれる物質

で、身体の状態を知るうえで定量的な指標（マーカー）となるものです。物質としては遺伝子、

たんぱく質、ペプチド（たんぱく質の断片）、脂肪や糖質などの小さな代謝物などがあげられま

す。肝臓の機能を調べる際のＧＯＴ（グルタミン酸オキザロ酢酸トランスアミナーゼ）やＧＰＴ

（グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ）もよく知られているバイオマーカーです。がん

については腫瘍マーカーと呼ばれるものが既に多数見つかっています。これらの血中の濃度を測

定することは診断や治療後の経過観察に役立っていますが、がんを早期の段階で発見することは

なかなか難しいのが現状です。そこで、がんを早く発見することができるようなバイオマーカー

の探索が求められています。 
※32
バイオバンク：患者から提供していただいた血液や組織などの試料を、整理して蓄えておく仕

組みをバイオバンクといいます。たくさんの患者の血液や組織などを細かく調べる研究は、新し

い医薬品の開発に結びつき、画期的な予防法・診断法・治療法を見つけるのに役立つと、大きな

期待を集めています。しかし、個人的な努力で集めることができる試料の数には限りがありま

す。そこで、研究を強力に推し進めるためには、医療者や研究者が協力し合って、多数の試料を

収めたバイオバンクを運営することが、必要不可欠です。 
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新規がん治療の研究開発に当たっては基礎研究のグループと臨床研究※33、臨床試

験※34を行うグループ、そしてゲノム解析、バイオバンクを担うグループが連携を図

り進められることが望ましいと考えられています。基礎研究と臨床研究との橋渡し

の推進はされていますが、基礎研究と臨床研究との橋渡しをさらに強化する必要が

あります。 

千葉県内には有用な医療シーズ（研究開発に関する新たな発想や技術などをい

う。）の実績のある機関が多数ありますが、これらの医療シーズを新薬や新規医療機

器の開発に結びつけることが必要です。医療シーズを新薬等の開発に結びつけるこ

とは困難なところがありますが、がん医療の向上のために成果をあげることが求め

られています。 

 

〔施策の方向〕 

○基礎研究・橋渡し研究 

千葉県がんセンターは、県内機関と連携し、がん、特に難治性がんの発生のメカ

ニズムや転移の抑制、治療開発のシーズの解明等の基礎研究、一人ひとりの体質の

違いに応じた治療を行うためのゲノム解析等による確定診断・早期診断法を開発す

る橋渡し研究（基礎的な研究成果を臨床に応用する研究）、さらに新しい治療法・薬

剤の開発研究を免疫療法や放射線療法も含めて行います。研究を進めるに当たって

は臨床医や医療従事者と基礎研究の研究医や研究者との連携を推進します。 

 

 

②臨床研究（臨床試験・治験等）の促進 

〔現状と課題〕 

急速に発展している医学研究によって、次々に新たな薬剤の開発が行われていま

す。また新薬開発においてもグローバル化が進み、国際標準での試験が求められて

います。このため県内の医療機関においても治験※35や臨床試験を活性化し、グロー

バル化への対応を促すことで、治療法が確立していないがん患者に少しでも早く新

                                                      
※33
臨床研究：臨床研究とは、病気の予防方法、診断方法、治療方法の改善、病気の原因や病気へ

の理解並びに患者の生活の質の向上を目的として、人を対象に実施される医学系研究のことであ

り、臨床試験（治験を含む）だけでなく、症例研究、調査研究も含まれます。 
※34
臨床試験：臨床試験は製薬企業が医師に依頼をして実施する新薬の開発が目的とは限らない点

で治験とは異なります。 
※35
治験：新薬の開発を目的として、これまで患者さんに使われたことのない新しい薬、あるいは

その病気では使われたことのない薬の安全性や有効性を調べるために行われる臨床試験のことで

す。新しい薬として厚生労働省から承認を得ることを目的として、主に製薬企業により行われま

す。 
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たに開発された治療法を試してもらう機会を提供するよう関係者が努力をしてい

ます。 

こうした課題は、開発された新薬や新たな医療機器に関する国の承認制度により

解決されるべき部分が大きいと言えます。また、治験を担う医療機関においても、

標準治療※36の効果が低い難治性がんや、標準治療がなく完治が難しい希少がん、さ

らに小児がんの患者に対し、治験に対する理解を促し、治療に参加しやすい環境を

整えることで、少しでも早く新薬や新たな医療機器による治療を受けたいとの希望

を持つがん患者に応える環境を提供することができます。 

 

千葉県内におけるがんの臨床研究（臨床試験・治験等）の促進については、主要

な機関として、千葉大学医学部附属病院と国立がん研究センター東病院が臨床研究

中核病院に指定されています。さらに、千葉県がんセンターにおいても「治験臨床

研究センター」を設置しており、それぞれの機関が、がんの臨床研究の実施を積極

的に行っています。なお、上記機関では国際水準に準拠したレベルで臨床研究が行

われていますが、今後県内他機関においても促進される必要があります。 

 

個々の患者に適切な治療を提供するためには、治験・臨床試験を含めた治療選択

肢を速やかに検討する必要があるため、これらの情報を提供する体制を整備してい

くことが求められています。 

 

〔施策の方向〕 

○臨床研究（臨床試験・治験）の促進 

千葉県がんセンターは、公的資金でサポートされる基礎・臨床研究グループを活

性化し、国際水準に準拠した質の高い臨床研究を促進します。 

千葉県がんセンターは、臨床試験・治験について県民に正しく理解されるよう啓

発を行うとともに、臨床研究・治験の情報を医療従事者や県民にわかりやすく提供

し、治療開発を推進します。 

千葉県がんセンターは、臨床研究中核病院である千葉大学医学部附属病院や国立

がん研究センター東病院、その他の県内の拠点病院等との連携を充実させ、県民が

いち早く新規開発抗がん治療法にアクセスできるよう臨床試験・治験体制の整備を

                                                      
※36
標準治療：標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であるこ

とが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療をいいます。最先端

の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、

それまでの標準治療より優れていることが証明され推奨されれば、その治療が新たな標準治療と

なります。 
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図ります。 

 

 

③将来のがん予防のための疫学研究の推進 

〔現状と課題〕 

がんのなりやすさや発生するがんの種類は、それぞれの人々の生活習慣や地域の

環境の影響、個々の遺伝子学的背景により決まると考えられています。 

千葉県がんセンターでは全国の予防医学に関わる研究機関と協同して大規模な

分子疫学コホート研究※37である日本多施設共同コホート研究（J-MICC Study）を印

西市、我孫子市、柏市において実施しています。 

また、市原市で次世代多目的コホート研究(JPHC-NEXT)と連携してコホート調査

を実施しています。これらのコホート調査でこれまでに印西地域等で約８千人、市

原市で約７千人の計約１万５千人分の調査結果が得られ、がんの実態調査と合わせ、

がん予防研究を促進しています。 

 

〔施策の方向〕 

○将来のがん予防のための疫学研究の推進 

千葉県がんセンターは、全国がん登録で得られる情報と過去の実態調査に基づく

がんの実態把握研究や文部科学省の学術研究支援基盤形成事業、国立がん研究セン

ターと取り組んでいる大規模な健常者の前向き調査研究を推進します。その成果に

より得られる地域的な特徴などを考慮しつつ、低侵襲診断技術（血液や画像での診

断）開発研究を推進し、がん発症リスクが高い県民を把握した検診方法や効果的な

予防対策を研究していきます。 

 

 

 

 

 

 

                                                      
※

37
コホート研究・コホート調査：現時点（または過去のある時点）で、研究対象とする病気に

かかっていない人を大勢集め、将来にわたって長期間観察し追跡を続けることで、ある要因の有

無が、病気の発生または予防に関係しているかを調査します。例えば、特定のがん Xの発生に喫

煙が関係すると考えられる場合、現在がん Xの患者ではない人を募集し、喫煙習慣のある人とな

い人でがん Xの罹患率に差があるかどうかを将来にわたって追跡・検討します。コホート研究

は、疫学研究の手法のうち、介入を行わず対象者の生活習慣などを調査・観察する観察研究の方

法のひとつです。 
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