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（１）計画策定の趣旨 

岐阜県では、2007 年 6月に国が定めた「がん対策推進基本計画」を基本として、第 1次及び第

2 次の「岐阜県がん対策推進計画」を策定し、県民の視点に立ち総合的かつ計画的にがん対策を

推進してきました。 

第 1次計画では、「がん診療連携拠点病院」の整備、緩和ケア提供体制の強化及び地域がん登

録の充実に取り組み、人材育成や体制整備に努めました。第２次計画では、がんの予防や、緩和

ケアの一層の推進、がん患者の就労を含めた社会的な問題等についても取組みを推進しました。 

第 3次計画は、改正がん対策基本法（2016 年法第 107 号）、国のがん対策推進基本計画の変更

などを踏まえ、当県の第 2次計画の成果や課題、今後必要な対策等を加えて、「がん患者とその

家族を含めた県民が、がんを知り、がんと向き合える暮らしをめざす」ことを目標に、取り組み

を進めていくものです。 

 

（２）計画の位置づけ 

この計画は、がん対策基本法第 12条に規定する「都道府県がん対策推進計画」として、がん

対策を総合的かつ計画的に推進するための施策の方向性を示すものです。 

国の基本計画を基本とし、岐阜県が策定する保健医療福祉関係の他の計画（岐阜県保健医療計

画、岐阜県医療費適正化計画、ヘルスプランぎふ２１、岐阜県高齢者安心計画、岐阜県歯と口腔

の健康づくり計画）との整合性を図りつつ推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）計画の期間 

本計画の期間は、2018年度から 2023年度の６年間とします。2023（令和 5）年度には、法第

12 条に基づき、最終評価を行い、その結果を次期計画に反映させます。  

１ はじめに 

がん対策基本法 

（国）がん対策推進基本計画 

基本として策定 

調和 
岐阜県がん対策推進条例 

第３次岐阜県がん対策推進計画 

岐阜県高齢者安心計画 

ヘルスプランぎふ２１ 

岐阜県医療費適正化計画 

岐阜県保健医療計画 

岐阜県歯と口腔の健康づくり計画 
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 本計画策定後 3年目にあたる、2020(令和 2)年度に中間評価を行い、必要に応じて計画を見直す

こととしています。 

 

（１）評価の考え方 

中間評価では、下記ア及びイの現状を把握し、本計画のめざすべき方向性に照らし合わせて総

合的な評価と課題の整理を行い、計画の後半期間に重点として取り組む事項を定めます。 

 

ア 個別目標値の推移 

  個別目標に掲げられた指標の目標目安値（アクションプランで設定）と現状値を比較して達成

率を確認。進捗状況を下記により５段階で評価します。 

評価結果 達成率 

◎ 目標を達成した（全体的に順調） ７５％以上 

○ 改善傾向が見られた（概ね順調） ５０％以上 

△ 変わらない（一部努力を要する） ５０％未満 

× 改善傾向がみられない（全体的に努力を要する） ２５％未満 

－ 値の更新がない等のため、評価困難  
  

（最新値－基準値）基準値からどれだけ増加したか 
  

 ※達成率（％）=   ×100 

（最新値年次の目標値－基準値）基準値からどれだけ増加させるか     

イ 具体的施策の進捗管理 

 計画の推進機関の取組みや課題を把握し、進捗状況を確認。 

 

 

  

２ 中間評価にあたって 



                                        - 3 - 

 

 

 

 １ がんの予防 

（１）めざすべき方向性 

● 県民が、がんの予防や早期発見の重要性を認識し、がんのリスクを減少する１次予防に  

取り組むことができる。 

● がん登録のデータを活用し、がん予防の施策に反映できる。 

 

（２）個別目標の進捗状況 

 指 標 策定時 各年度の到達目標目安(上段) 
中間 
評価 

(達成率) 

2018年度 2019年度 2020年度 2023年度 

ベースライン 出典 現状値の推移(下段) 中間値 最終目標 

がんの 75歳未満年齢 

調整死亡率の減少 

(人口 10万人あたり) 

71.1 
(2016) 

国立がん研究セ

ンターがん情報

サービス「がん登

録・がん統計」 

69.3 67.4 65.6 60.0 
〇 

69.0％ 
71.6 70.1 67.3 

(2019) 

喫煙が及ぼす健康影響に関する知識の普及割合 

肺がん 89.3% 岐阜県民健

康意識調査

(2016年度) 

 （次回調査：2022年度） 95%以上 

― 

心臓病 52.5% 

妊娠に関連した異常 85.7% 

歯周病 46.1% 

ぜんそく 65.5% 

気管支炎 70.1% 

脳卒中 56.5% 

胃潰瘍 31.9% 

ＣＯＰＤ － 

喫煙する者の割合

の減少      

男 30.4% 国民生活基

礎調査

(2016年) 

－ 22.7%以下 15%以下 × 
24.7％ 28.5% 

(2019) 
女 6.0% 4.5%以下 3%以下 × 

0％ 6.7% 
(2019) 

受動喫煙の機会の減少 

家庭で毎日あった者の割

合の減少 

10.6% 国民健康・栄

養調査

(2016年)

より岐阜県

分を集計 

（次回調査：2022年度） 5%以下 

― 職場で全くなかった者の割

合の増加 

60.9% 90%以上 

飲食店で月１回以上あ

った者の割合の減少 

50.4% 25%以下 

３ 分野別施策に対する評価 
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 指 標 策定時 各年度の到達目標目安(上段) 
中間 
評価 

(達成率) 

2018年度 2019年度 2020年度 2023年度 

ベースライン 出典 現状値の推移(下段) 最終目標 

遊技場で月１回以上あ

った者の割合の減少 

34.5% 
  

17%以下 

― 市役所・病院・公共交通機

関で月１回以上あった者の

割合の減少 

10.9% 
  

0% 

受動喫煙対策を実施し

ている公共機関の割合 

100% 
  

保健医療課

調べ(2017

年度) 

－ 100% 100% ◎ 
100％ 100% 

(2020) 
野菜の摂取量の増加 267g 県民栄養調

査(2016年

度) 

（次回調査：2021年度） 350ｇ以上 

― 

脂肪エネルギー比率の減

少(20～40歳代) 

28.5% 25%以下 

食塩摂取量の減少 9.6g 8g未満 

果物の摂取量 100g未

満の人の減少 

68.9% 50%以下 

日常生活における歩

数増加(20-64) 

男 7,636歩 9.000歩以上 

女 7,037歩 8,500歩以上 

日常生活における歩

数増加(65 歳以上) 

男 5,336歩 8,000歩以上 

女 4,569歩 6,000歩以上 

生活習慣病のリスクを

高める量を飲酒して

いる者の割合 

男 11.9% 10.0% 

女 5.7% 5.0% 

がん登録の DCO割合の

低下 
12.3% 
  

岐阜県のがん

登録(2013

年次集計) 

低下 低下 低下 低下 ◎ 
100％ 6.0 

(2015) 
3.6 
(2016) 

2.5 
(2017) 

（３）具体的施策の取組み状況 

■ 受動喫煙防止対策の推進 

  ・受動喫煙防止やタバコの害について小中学校等で出前講座を実施 （薬務水道課、保健所） 

  ・公共機関の禁煙・分煙体制の推進  （保健医療課、保健所） 

  ・「ぎふ禁煙宣言ステッカー」の配布 （保健医療課、保健所） 【2020 年度～】 

・岐阜県受動喫煙防止対策推進会議の開催  （保健医療課）  【2019 年度～】 

  ・歯・口腔の健康と喫煙との関係について普及啓発 （歯科医師会） 

■ 禁煙希望者への支援の促進 

 ・禁煙外来実施機関の周知 （保健所） 

 ・禁煙指導の実施 （市町村） 

■ がん予防のための正しい生活習慣の普及啓発 

 ・小中高等学校でのがん教育 （体育健康課、拠点病院、医師会）【2018 年度～】 

 ・公立図書館での情報提供   （文化伝承課、拠点病院） 

 ・「ぎふがんねっと」や県民公開講座での情報発信（保健医療課、岐阜大学医学部附属病院） 

 ・協定締結企業等の連携や新聞を活用した普及啓発（保健医療課） 



                                        - 5 - 

 ・清流の国ぎふ健康づくり事業の推進 （保健医療課、保健所、市町村） 【2018 年度～】 

野菜ファーストプロジェクト、清流の国ぎふ健康ポイント事業   

■ がん登録の精度の充実による予防施策への活用 

 ・がん登録集計報告書と県民向けチラシ等の作成（岐阜大学医学部附属病院）【2020 年度～】 

（４）目標達成状況の評価と課題 

 ○ がんの 75歳未満年齢調整死亡率について 

  ・策定時よりも減少していますが、依然として県民の主要死因割合の一位はがんで、全体の約

4分の 1を占めます。また、がん種別では全国と比較して胃がんの死亡率が男女ともに高い傾

向を認めます。 

○ 喫煙について 

・2019年に行った国民生活基礎調査によると、喫煙者の割合は男性において減少しています

が、女性で増えており、目標値の達成には至っていません。 

  ・一方で、「望まない受動喫煙をなくす」ための改正健康増進法が 2020 年 4月に全面施行さ

れたことにより、受動喫煙防止に取り組む施設や店舗は増え、喫煙できる環境が限られてきま

した。法施行に関する周知や取組みが集中的に行われたことをきっかけに、今後喫煙率が低下

していくことが期待されます。 

○ 生活習慣（食生活・栄養・運動等）について 

 ・県では、清流の国ぎふ健康づくり事業等を通じて、がん予防のための正しい生活習慣の啓発 

活動を行っています。生活習慣の改善は直ちに目に見える成果が現れにくいため、県民の健康 

意識を維持できるよう、引き続き啓発に取り組んでいく必要があります。 

○ がん登録の活用について 

 ・2019年度から岐阜県がん登録事業を岐阜大学医学部附属病院に委託し、専門的な知見を踏ま 

えたがん登録データの分析を進めています。登録精度も年々向上しており、今後県民にとって 

身近に感じるデータとなるよう、リーフレットを作成する等活用の工夫が必要です。 

 

（５）今後重点として取り組む事項 

＃ 改正健康増進法に基づき、各機関・団体への説明や相談対応を実施し、受動喫煙対策に取り

組む環境整備を行います。 

＃ 関係機関と連携し、幅広い世代に対してがんに関する正しい知識の普及啓発を行うことで、

生涯の内でがんになるリスクを減らす行動や習慣を促します。 

 ＃ がん登録データの分析を進め、圏域別や男女別等具体的なデータを可視化して、関係機関及

び県民に提供します。 

  



                                        - 6 - 

 ２ がんの予防（がん検診） 

（１）めざすべき方向性 

● 県民はがん検診の必要性を認識し、定期的に受診し、精密検査が必要と判定された際は  

必ず受診する。 

● 市町村は、科学的根拠に基づいた質の高いがん検診を提供する。 

（２）個別目標の達成状況  

 指 標 策定時 各年度の到達目標目安(上段) 
中間 
評価 

(達成率) 

2018年度 2019年度 2020年度 2023年度 

ベースライン 出典 現状値の推移(下段) 中間値 最終目標 

がん検診受診率の向上 

胃がん検診 

（40～69歳）   

 
39.2% 国民生活基

礎調査

(2016年) 

－ 44.6% 50%以上 

〇
83.3％ 

43.7% 

男 (45.8%) (50.8%) 

女 (32.6%) (36.5%) 

肺がん検診 

（40～69歳） 

  45.9% 48.0% 50%以上 

◎ 
100％ 

51.2% 

男 (51.5%) (57.2%) 

女 (40.7%) (45.7%) 

大腸がん検診 

（40～69歳） 

 
40.8% 45.4% 50%以上 

◎ 
100％ 

46.5% 

男 (45.3%) (51.0%) 

女 (36.4%) (42.3%) 

子宮頸がん検診 

（20～69歳） 

女 40.4% 45.2% 50%以上 △
43.8％ 42.5% 

乳がん検診 

（40～69歳） 

女 45.0% 47.5% 50%以上 ◎ 
100％ 47.8% 

市町村が実施するがん検診の精密検査受診率向上  

胃がん検診 

（対象年齢～74歳） 

83.9% 
  

地域保健・

健康増進

事業報告

(2014年

度) 

84.9% 85.9% 86.9% 90%以上 
 ◎ 

100％ 86.1％ 
(2015) 

84.3％ 
(2016) 

87.5％ 
(2017) 

肺がん検診 

（40～74歳） 

84.2% 
  

85.2% 86.1% 87.1% 90%以上 ◎ 
100％ 90.8％ 

(2015) 
91.8％ 
(2016) 

93.0％ 
(2017) 

大腸がん検診 

（40～74歳） 

 

72.5% 
  

76.4% 79.3% 82.2% 90%以上 

△
35.1％ 

76.0％ 
(2015) 

74.1％ 
(2016) 

75.9％ 
(2017) 
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 指 標 策定時 各年度の到達目標目安(上段) 
中間 
評価 

(達成率) 

2018年度 2019年度 2020年度 2023年度 

ベースライン 出典 現状値の推移(下段) 中間値 最終目標 

子宮頸がん検診 

（20～74歳） 

82.7% 
  

 
83.9% 85.1% 86.4% 90%以上 △

45.9％ 83.6％ 
(2015) 

81.7％ 
(2016) 

84.4％ 
(2017) 

乳がん検診 

（40～74歳） 

89.4% 
  

90.0% 90.0% 90.0% 90%以上 ◎ 
100％ 92.3％ 

(2015) 
92.8％ 
(2016) 

92.7％ 
(2017) 

がん検診の「事業評価のた

めのチェックリスト」をすべて

満たしている市町村数 

0 か所 
  

国立がん研究セ

ンターがん情報サ

ービス「がん登録・

がん統計」 

42 か所 42 か所 42 か所 42 か所 
 × 

0％ 
0 か所 
(2017) 

0 か所 
(2018) 

0か所 
(2019) 

（３）具体的施策の取組み状況 

■ がん検診の啓発、受診促進 

 ・「岐阜県大腸がん検診受診率向上事業」の実施 （保健医療課、市町村）【～2019 年度】 

・「岐阜県胃がん対策強化事業費補助金」の実施 （保健医療課）    【2020年度～】 

 ・「まちの保健室事業」でのがん検診の啓発 （看護協会）  

 ・「動く県医」地区毎研修会等で医師に対して検診受診促進活動を実施 （医師会） 

・ 各市町村の実施する特定健診等実施状況について情報交換会を開催 （国保連合会） 

 ・ 各市町村へのヒアリング調査を行い、受診率向上対策について検討・助言 （保健所） 

 ・ 小中学校等でのがん教育「がん教育総合支援事業」 （体育健康課） 【2019 年度～】 

■ 職域におけるがん検診の受診促進 

 ・ 労働基準監督署と連携し、事業者向け研修会の実施 （保健所） 

 ・ 清流の国ぎふ健康経営推進事業の推進 （保健医療課）  【2018 年度～】 

■ 市町村が行うがん検診の精度管理 

 ・ 岐阜県生活習慣病検診等管理指導審議会による市町村がん検診の精度管理（保健医療課） 

・ がん検診従事者研修会の開催  （保健医療課） 

・ 検診機関における精度管理の実態調査 （保健医療課）  【2018 年度～】 

 ・ 経年的にプロセス指標等に課題がある市町村への技術支援 （保健所） 

（４）目標達成状況の評価と課題 

○ がん検診受診率について 

・全てのがん種の検診受診率は向上し、肺がんは最終目標の 50％以上を達成しました。しか

し、女性のみの受診率では、乳がんを除いて、目標値に到達しておらず、伸び悩んでいる状況

です。 

・2020年度は COVID-19の流行による検診控えの傾向が見られ、受診率への影響が懸念され 

ます。検診の安全性を担保しながら、引き続き、対象者には個別勧奨・再勧奨（コール・リコ

ール）等でがん検診の重要性を呼び掛け、受診を勧奨していく必要があります。 
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○ 市町村が実施するがん検診の精密検査受診率について 

・ほとんどのがん種で年々上昇を認め、肺と乳がん検診において最終目標の 90％以上を達成し

ました。概ね順調に改善していますが、大腸がん検診の精密検査受診率は横ばい傾向にあり、

80％以下に留まっています。 

 岐阜県生活習慣病検診等管理指導審議会がん部会より、経年的に精密検査受診率が低い市町

村については、原因の分析を進め、体制見直しを図る等の指導を行い、管轄する保健所が各市

町村への支援を行っています。 

○ 職域におけるがん検診の取組みについて 

・県では職場における健康づくりを支援する制度として、清流の国ぎふ健康経営推進事業を

2018年 9月より開始し、2021 年 1月現在約 400 社が登録されています。中には、がん検診受

診率向上に取り組む企業も含まれており、今後は登録企業と協働して、職域におけるがん検診

の実態把握と啓発に努めていく必要があります。 

○ がん検診の「事業評価のためのチェックリスト」について 

・国が定めるがん検診の事業評価のためのチェックリストを全て満たす市町村は増えていませ

んが、個々のチェックリスト項目を確認すると年々遵守率の上昇を認めており、検診の質の向

上に向けた取組みは進んでいます。 

 ただし、一部の市町村において、国の指針に基づかない検診を実施している等の課題も認め

ます。 

・市町村の委託先である検診機関の事業評価チェックリストについても、2018 年度から実態調

査を開始し、年々遵守率は上昇しています。委託先となる市町村との連携に課題がある検診機

関が多いことから、今後は市町村との連携を密に図る等、相互に質の高い検診体制を目指して

いく必要があります。 

 

（５）今後重点として取り組む事項 

＃ より一層のがん検診受診率向上を目指して、市町村毎の受診者の動向を把握し、課題に対応

した体制整備及び啓発を行います。 

＃ 質の高いがん検診を提供するため、客観的な指標とデータ等を還元し、市町村及び検診機関

の精度管理向上に向けた取組みを促進します。 

＃ 関係機関と協働して、職域におけるがん検診の実態把握と啓発を実施し、優良事例の水平展

開を行います。 
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 ３ がん医療の充実 

（１）めざすべき方向性 

● いずれの圏域でも、がん患者の病態に応じた適切な治療や、多職種によるカンファレンス、

相談支援センターの設置など、質の高いがん医療が等しく受けられる。 

● 入院時、在宅療養時を問わず、それぞれの状況に応じた必要な支援を受けられる。 

（２）個別目標の達成状況  

 指 標 策定時 各年度の到達目標目安(上段) 
中間 
評価 

(達成率) 

2018年度 2019年度 2020年度 2023年度 

ベースライン 出典 現状値の推移(下段) 中間値 最終目標 

病理診断科医師数の

増加(人口 10万あた

り) 

1.4 医師・歯科医

師・薬剤師調

査(※2014

年) 

    1.7 2.0 
× 
0％ 1.4 

(2016) 
－ 1.4 

(2018) 

外来化学療法実施

医療機関数の増加

(人口 100万あたり) 

17.1 医療施設調

査(※2014

年) 

    26.1 35.0 △
36.7％ 

 
  20.4 

(2017) 
放射線療法実施医

療機関数の増加（人

口 100万あたり） 

9.8 医療施設調

査(※2014

年) 

    15.3 20.0 ×
20.0％     10.9 

(2017) 
がん関連の専門看護

師・認定看護師の増

加(人口 10万あた

り) 

4.4 日本看護協

会ホームペー

ジ(2017年) 

4.7 5.0 5.3 6.2 
◎
77.8％ 

    5.1 
(2020) 

拠点病院でがんと初めて診

断された患者のうち、キャン

サーボードで症例検討が行

われた割合の増加 

44.6% 岐阜県がん診

療連携拠点病

院現況報告書

(2017年度) 

48.8% 53.1% 57.3% 70%以上 
× 

0％ 
  45.4％ 

(2019) 
34.5％ 
(2020) 

全てのがん診療連携拠点病院で 5大がんのクリティカルパスの運用（件数）の増加 

胃がん 1,286
件 

岐阜県がん

診療連携拠

点病院協議

会資料

(2016年

度) 

1,509件 1,723件 1,935件 2,624件 ◎
95.1％ 1,497件 

(2017) 
1,685件 
(2018) 

1,903件 
(2019) 

肺がん 253件 307件 361件 415件 577件 ◎
100％ 323件 

(2017) 
404件 
(2018) 

465件 
(2019) 

大腸がん 1,410
件 

1,622件 1,834件 2,046件 2,682件 ◎
100％ 1,832件 

(2017) 
2,181件 
(2018) 

2,504件 
(2019) 

肝臓がん 93件 112件 131件 150件 207件 △
45.6％ 101件 

(2017) 
112件 
(2018) 

119件 
(2019) 

乳がん 1,833
件 

2,201件 2,569件 2,937件 4,043件 ◎
92.1％ 2,131件 

(2017) 
2,419件 
(2018) 

2,850件 
(2019) 
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（３）具体的施策の取組み状況 

■ がん診療連携拠点病院の機能強化 

 ・指針に基づく整備及び指定更新 【2020 年 4月時点の指定状況】 

   地域がん診療連携拠点病院   ６ヶ所、地域がん診療連携拠点病院(高度型) １ヶ所 

   都道府県がん診療連携拠点病院 １ヶ所 

 ・がん診療連携拠点病院協議会及び各専門部会における検討 

・がんの地域連携クリティカルパスの改訂、運用推進    

 ・岐阜大学医学部附属病院による高度かつ専門的な相談支援体制の整備 

   ・小児・ＡＹＡ世代のがん等成育医療相談支援センター  【2017年度～】 

   ・がんセンター がん・生殖医療外来     等 

■ ゲノム医療等の高度な医療体制 

 ・がんゲノム医療連携病院として県内６病院が指定あり 【2020年 4月時点の状況】 

（４）目標達成状況の評価と課題 

○ 医療資源・医療体制について 

・県内全ての二次医療圏域に１ヶ所以上のがん診療連携拠点病院が整備されており、県内のが

ん医療の均てん化が図られています。 

・全ての拠点病院では、手術療法、放射線療法及び化学療法を組み合わせた集学的治療の実施

体制が維持されています。 

また、各病院において多職種によるチーム医療が提供されていますが、キャンサーボードで

症例検討が行われた割合は病院によって差があり、全体としての割合は増加していません。 

・「外来化学療法実施医療機関」､「放射線療法実施医療機関」､「がん分野の専門看護師・認

定看護師」は、いずれも策定時よりも増加を認めましたが、目標数には達しませんでした。 

・県内の 6 病院ががんゲノム医療連携病院として指定を受けており、県内でも高度ながんゲノ

ム医療が受けられる体制が整備されています。 

○ 医療連携について 

・罹患者の多い 5大がん（胃、肺、大腸、肝臓及び乳がん）の県内統一地域連携クリティカル

パスが運用、活用されており、登録数は増加しています。しかし、地域やがん種別によって、

運用状況には差が見られます。 

 

（５）今後重点として取り組む事項 

＃ 二次医療圏毎にがん診療連携拠点病院が整備されている現在の体制を維持し、更なる機能強化

を図ります。 

＃ 各地域の病診連携がスムーズに行えるよう、地域連携クリティカルパスも一ツールとして活用

を推進します。 
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 ４ がんと診断された時からの緩和ケア 

（１）めざすべき方向性 

● 患者や家族が痛みやつらさを訴えることができる環境が整備されている。 

● 医療機関や在宅で緩和ケアに従事する医療従事者が緩和ケアについて正しく理解している。 

（２）個別目標の達成状況  

 指 標 策定時 各年度の到達目標目安(上段) 
中間 
評価 

(達成率) 

2018年度 2019年度 2020年度 2023年度 

ベースライン 出典 現状値の推移(下段) 中間値 最終目標 

拠点病院における緩和

ケアチームによる年間新

規症例数の増加 

832 
件/年 

がん診療

連携拠点

病院現況

報告書

(2017年

度) 

860件 888件 916件 1,000以上 ◎
100％ 924件 

(2018) 
1,459件 
(2019) 

1,102件 
(2020) 

拠点病院における緩和

ケア外来の延患者数の

増加 

432 
件/年 

447件 462件 477件 520以上 ◎
100％ 491件 

(2018) 
549件 
(2019) 

641件 
(2020) 

拠点病院に勤務するが

ん診療に携わる医師の

緩和ケア研修会修了

率の増加 

79.7% 
  

90%以上 90%以上 90%以上 90%以上 
◎
80.6％ 

87.4％ 
(2018) 

89.7％ 
(2019) 

88.0％ 
(2020) 

緩和ケア研修

会を受講した

医師の増加 

医師 1,529
人 

拠点病院

緩和ケア研

修会実施

報告書 

1,619人 1,709人 1,799人 2,070以上 ◎
100％ 1,739人 

(2017) 
1,914人 
(2018) 

2,066人 
(2019) 

緩和ケア研修会

を受講した医師

以外の医療従

事者の増加 

医師

以外 

17人 52人 87人 122人 227以上 
△ 

41.0％ 
27人 
(2017) 

42人 
(2018) 

60人 
(2019) 

（３）具体的施策の取組み状況 

■ 緩和ケア実施体制の充実 

 ・提供体制の整備、ＰＤＣＡサイクルの取組み (拠点病院） 

 ・在宅緩和ケア地域連携推進事業の実施 （拠点病院） 

■ 緩和ケア研修会の実施 

 ・国の開催指針に基づく緩和ケア研修会 （拠点病院） 

 ・がん認定看護師による医療従事者を対象とした研修会 (看護協会） 

■ 在宅における緩和ケア従事者の連携体制の構築 

 ・岐阜県医科歯科連携推進事業の実施 （県歯科医師会） 

 ・多職種向けがん在宅緩和ケア研修会の開催 （医師会、訪問看護ステーション連絡協議会） 

■ 医療従事者及び県民への普及啓発 

 ・医療従事者を対象とした研修会（再掲） （拠点病院、看護協会） 

・県ホームページやぎふ療養サポートブック等による周知  (保健医療課） 
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（４）目標達成状況の評価と課題 

○ 緩和ケア提供体制について 

・県内 8ヶ所のがん診療連携拠点病院で整備指針に基づく緩和医療体制を整備しており、緩和

ケアチームの介入する新規症例数も概ね増加傾向にあり、体制の充実が窺えます。 

 加えて、県では拠点病院が地域の中心となって、在宅緩和ケア体制を推進するための委託事

業を行い、地域の関係機関の連携強化を図っています。 

・緩和ケア病棟は県内 7ヶ所、西濃圏域以外の 4圏域に整備されています。 

○ 緩和ケアの正しい理解について 

・2017年 12月に緩和ケア研修会の開催指針が改正され、医師に限らず全ての医療従事者が受

講するよう推奨されることとなりました。緩和ケア研修会は現在各拠点病院で開催され、地域

の医療従事者も身近に受講しやすい環境が整っています。 

 しかし、医師以外の医療従事者の受講は十分増えておらず、他職種の参加を促す必要があり

ます。 

・県では看護協会への委託事業として、専門知識を有する看護師育成研修を継続開催して、こ

れまでに合計 144 名が受講し、がん在宅緩和ケアのスキルの向上に取り組みました。 

この他、医師会や訪問看護ステーション連絡協議会等が在宅患者に関わる多職種向けの緩和

ケア従事者研修会も開催しており、在宅緩和ケアに対する知識が深まると同時に、相互の役割

理解につながっています。 

 

（５）今後重点として取り組む事項 

＃ 地域毎の研修会開催や在宅緩和ケア体制推進事業により、緩和ケア従事者の理解促進・連携

体制の充実を図り、必要な方に対して切れ目のない緩和ケアを行います。 

＃ 医療従事者に限らず、幅広く県民等に対して、緩和ケアに関する知識の普及啓発に取組みま

す。 
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 ５ がんに関する相談支援及び情報提供 

（１）めざすべき方向性 

● すべてのがん患者及びその家族が、治療や療養、社会的な悩みに関する必要な情報を入手 

できる。 

● 専門性の高い相談や、ピアサポートなどの支援を受けられる場が身近な場所にあり利用が 

進んでいる。 

（２）個別目標の達成状況  

 指 標 策定時 各年度の到達目標目安(上段) 
中間 
評価 

(達成率) 

2018年度 2019年度 2020年度 2023年度 

ベースライン 出典 現状値の推移(下段) 中間値 最終目標 

拠点病院におけるが

ん相談支援センター

の相談件数の増加 

7,255 
件/年 

がん診療連携拠

点病院現況報告

書(2017年度) 

8,183件 9,111件 10,038件 12,850件
以上 △

33.2％ 7,503件 
(2018) 

8,454件 
(2019) 

8,178件 
(2020) 

がん経験者や家

族によるがん患者

サロン数の増加 

15 か所 
  

保健医療課調べ

(2017年度) 

    19 か所 19 か所 
以上 × 

0％   11か所 
(2020) 

（３）具体的施策の取組み状況 

■ 相談支援体制の充実 

 ・県内医療機関を対象としたアンケート調査及びメーリングリスト作成 （拠点病院）              

【2020 年度～】 

■ 相談支援センターや患者サロンの周知 

 ・啓発カードを作成し、院内各所でがん患者や家族等に配布 （拠点病院）【2019 年度～】 

 ・街頭イベントにてがん相談支援センターの紹介動画の上映 （拠点病院） 

・NPO法人の主催するピアカフェのチラシ配布協力 （保健医療課）   【2020年度～】 

 ・図書館と拠点病院との連携による情報提供 （拠点病院、図書館）       

■ 岐阜県がん情報センターによる情報提供の充実 

 ・「ぎふがんねっと」での情報発信 

 ・県民公開講座、新聞及びホームページ等を活用した普及啓発 

 ・ぎふ療養サポートブックの配布 （がん情報センター、拠点病院、保健医療課） 

（４）目標達成状況の評価と課題 

 ○ 相談支援体制について 

  ・各圏域にがん相談支援センターが設置されており、身近な所で相談が受けられる環境が整備 

されていますが、相談件数としては経年的な増加を認めませんでした。 
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しかし、拠点病院以外の病院でもがん相談窓口を設ける等、患者や家族の相談先の選択肢は

広がっています。患者等ががんに関する専門相談の窓口を認識し、必要な時に支援が受けられ

るよう、継続した周知を行う必要があります。 

  ・県で把握している患者サロンの実数は減少しましたが、最近は SNS等の利用者が増え、WEB

を活用する等患者同士がつながる場は多様化しています。患者のニーズに沿った形で交流や支

援の場を設ける等相談支援体制の充実が必要です。 

○ 情報提供体制について 

  ・WEBサイト「ぎふがんねっと」や患者支援リーフレット「ぎふ・療養サポートブック」の配

布を通じて、患者の利用できるサービス等の情報を一元化して分かりやすく提供しています。   

ぎふがんねっとのアクセス件数は年々増加しており、患者等の認知度も向上しています。 

  ・がんに関する情報は、医療機関だけでなく、図書館の協力を得ることで、病院に行かない県

民に対しても幅広く発信を行っています。 

 

（５）今後重点として取り組む事項 

＃ 相手に合わせた適切な相談支援が行えるよう、患者ニーズの把握に努め、より専門的な相談

に対応する相談員の育成等資質向上を続けていきます。 

＃ ピアサポートのあり方について、時代に即した形での新たな支援方法（WEB 等の活用）の検討

を行います。 

＃ 図書館を始めとした、各種公共施設と連携する等、県民にとってアクセスしやすい環境で情

報を入手できるよう、利便性を考慮した情報提供体制を整備します。 
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 ６ がん患者の治療と仕事の両立支援 

（１）めざすべき方向性 

● がん患者の就労や雇用について県民や事業所の理解が進む。 

● がん患者や経験者の治療と仕事が両立できる体制が整備されている。 

（２）個別目標の達成状況  

 指 標 策定時 各年度の到達目標目安(上段) 
中間 
評価 

(達成率) 

2018年度 2019年度 2020年度 2023年度 

ベースライン 出典 現状値の推移(下段) 中間値 最終目標 

拠点病院における社会

保険労務士による就労

支援相談会の利用者

数の増加 

45件/
年 

保健医療

課調べ 
    233件 420件以上 

△
29.8% 

56件 
(2017) 

64件 
(2018) 

101件 
(2019) 

労働部局等と連携し就労

や雇用継続に関する患者

や家族への相談支援を実

施している拠点病院の増加 

3 か所     7 か所 7 か所 

◎
100％ 

7 か所 
(2017) 

7 か所 
(2018) 

8か所 
(2020) 

（３）具体的施策の取組み状況 

■ がん患者の就労や雇用に関する知識の普及 

 ・院内各所にポスター掲示、チラシ設置  （拠点病院） 

■ 拠点病院におけるがん患者の就労や雇用に関する相談支援体制の整備 

 ・社会保険労務士による就労支援相談支援 （拠点病院）  

  ・両立支援コーディネーターの育成    （拠点病院）  【2018年度～】 

■ 職場におけるがん患者の治療と仕事の両立支援 

 ・「岐阜県地域両立支援チーム」の活動  （労働局）   【2017年度～】 

 ・ハローワークによる就労支援相談    （労働局） 

 ・両立支援促進員やコーディネーターによる支援 （労働局、拠点病院）    

  ・岐阜県医療用補正具購入費助成事業の実施   （保健医療課、市町村） 【2019年度～】 

（４）目標達成状況の評価と課題 

  ○ 就労支援について 

・がん罹患者のおよそ 4人に 1人は就労世代（20～64 歳）であり、治療をしながら仕事に臨む

患者は増えています。現在、全ての拠点病院において、社会保険労務士等と連携した就労や雇

用についての相談会を開催し、就労世代のがん患者の相談対応を行っています。相談件数は

年々増加傾向ですが、目標値には達していません。 

・岐阜・西濃・東濃・飛騨圏域の医療機関においては、ハローワークの就職支援ナビゲーター

による出張就労相談を行っており、患者がアクセスしやすい相談体制が整ってきています。 
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○ 治療と仕事の両立支援について 

・両立支援チームの活動等を通じて、がん患者の就労に関する企業等の理解が進んでいます。 

  ・県では治療と仕事の両立を促すためのアピアランスケア支援として、2019 年度より医療用ウ

ィッグ、2020 年度からは乳房補正具の購入費助成事業を始めました。また、本事業に加えて一

部市町村でも補助を開始しており、支援の拡充も認めています。 

 

（５）今後重点として取り組む事項 

 ＃ 患者のニーズに合わせたタイムリーな支援が行えるよう、両立支援チーム構成機関の連携を

強化し、相談支援の充実を図ります。 

＃ 治療と仕事の両立支援に役立つ制度や情報を積極的に発信、周知を行います。 
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 ７ 小児・ＡＹＡ世代のがんへの対応 

（１）めざすべき方向性 

● 小児・ＡＹＡ世代の個々の状況に応じたニーズに対応できる体制が県内に整備されている。 

（２）個別目標の達成状況  

 指 標 策定時 各年度の到達目標目安(上段) 
中間 
評価 

(達成率) 

2018年度 2019年度 2020年度 2023年度 

ベースライン 出典 現状値の推移(下段) 中間値 最終目標 

小児・ＡＹＡ世代のが

ん等成育医療相談支

援センターのがんに関す

る相談件数の増加 

32件/
年 

保健医療課

調べ(2017

年度) 

67件 101件 136件 240件以上 

◎
78.8％ 

76件 
(2017) 

69件 
(2018) 

114件 
(2019) 

（３）具体的施策の取組み状況 

■ 小児・ＡＹＡ世代のがん患者等を含む県民への相談窓口の周知 

 ・小児・ＡＹＡ世代のがん等成育医療相談支援センターの啓発（拠点病院）【2017 年度～】 

■ 医療従事者への小児・ＡＹＡ世代の課題等の周知 

 ・岐阜県がん・生殖医療ネットワークとの連携 （岐阜大学医学部附属病院、保健医療課） 

                                   【2018 年度～】 

■ 医療・相談支援体制等の構築 

・入院児童生徒等学習保障体制整備事業 （特別支援教育課、拠点病院） 【2018年度～】 

・東海北陸ブロック地域小児がん医療提供体制連絡協議会との連携 

（岐阜大学医学部附属病院、岐阜市民病院、保健医療課）       【2019 年度～】 

 ・岐阜県若年がん患者生殖機能温存治療支援事業  （保健医療課）    【2018年度～】 

 ・小児がん患者ワクチン再接種補助事業  （保健医療課・市町村）   【2019 年度～】 

 ・ＡＹＡ世代のがん長期療養支援ネットワーク事業 （岐阜市民病院、保健医療課） 

                                   【2020 年度～】 

（４）目標達成状況の評価と課題 

  ○ 小児・ＡＹＡ世代に特化した患者支援体制について 

・県内に小児がん拠点病院は設置されていませんが、東海北陸ブロック地域内の小児がん拠

点病院との連携体制が構築されており、2ヶ所（岐阜大学医学部附属病院と岐阜市民病院）

が小児がん連携病院として指定を受けています。連携病院においては、標準的治療が確立し

ているがん種について、拠点病院と同等程度の適切な医療の提供や、晩期合併症や移行期医

療に対応する長期フォローアップの体制が整えられています。 
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・2017年度からは岐阜大学医学部附属病院内に「小児・ＡＹＡ世代のがん等成育医療相談支

援センター」が設置され、小児・ＡＹＡ世代の抱える問題について、専門的な相談を集約し

て受け付ける窓口が整えられました。センターへの相談件数も年々増加しており、認知度も

向上していると考えます。 

   ・県教育委員会では、入院している学生の教育支援の体制を整備し、進級や卒業に入院が及

ぼす影響が少なくなりました。コロナ禍において遠隔教育に設けられていた制限が緩和され

たことも追い風となり、オンライン学習の環境がさらに整ってきています。 

   ・県では、2020年度よりＡＹＡ世代のがん長期療養支援ネットワーク事業を開始し、ＡＹＡ

世代の患者を取り巻く地域の関係（医療、教育、仕事、行政）機関の協働・連携とＡＹＡ患

者同士の交流促進を図ることで、相談支援体制の充実を目指しましたが、COVID-19の影響で

具体的な取組みには至っていません。希少性が高いＡＹＡ患者のニーズに応える支援機関の

増加と、ピアサポート体制の構築を課題とし、今後は勉強会や交流会を実施予定です。 

   ・がん治療に伴って起こる事象（妊孕性やワクチン抗体が失われる可能性）に対する助成事

業を開始し、それぞれ数件ですが実績を得ています。患者及び家族の経済的及び心理的負担

の軽減につながっていると考えます。 

 

（５）今後重点として取り組む事項 

 ＃ 小児がん拠点病院等との連携により、県内でも小児がん患者が一定程度の質の高い医療及び 

支援を受けられる体制を維持します。 

＃ 多様なニーズを持つＡＹＡ世代のがん患者が前向きに治療に取り組めるよう、患者支援事業

を推進します。 
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 ８ がんの教育・普及啓発 

（１）めざすべき方向性 

● がんについて正しく理解し、がん患者に対する理解がすすみ、がんに向き合うことができ 

る人が増加する。 

（２）個別目標の達成状況  

   上記「１ がんの予防」「２ がんの予防（がん検診）」参照 

 

（３）具体的施策の取組み状況 

■ 学校におけるがん教育の推進 

 ・がん教育推進協議会の開催 （体育健康課）           【2018 年度～】 

 ・外部講師を招いたがん教育授業の実施 （体育健康課、拠点病院） 【2018 年度～】 

■ 図書館を活用した普及啓発 

 ・県図書館の「健康医療情報コーナー」に、がんに関する図書の追加 （図書館） 

 ・図書館と拠点病院の連携による情報提供の促進 

   がんリレー講座 （体育健康課、岐阜大学医学部附属病院、県図書館）【2018 年度～】 

 ・がん征圧月間に合わせて共通テーマの資料展示 （県公共図書館協議会） 

 

（４）目標達成状況の評価と課題 

○ 学校におけるがん教育について 

・学習指導要領が改訂され、中学校、高等学校の保健においては『がんについても取り扱う

こと』が新たに明記されました。2020 年度より小学校、2021 年度より中学校、2022 年度よ

り高等学校で全面実施されることとなっています。 

県教育委員会では、2018 年度からがん教育推進協議会を開催し、がん教育のあり方につい

て、専門医や当事者等を含め、広く意見を聴いて検討を進めており、今後がん教育に取組む

学校が増えていくことが期待されます。 

○ がんの普及啓発について 

   ・がんに関しては、計画の推進機関が各々の立場であらゆる機会を捉えた啓発を行ってお

り、取組みの共有も図られています。 

 特に、図書館では夏休みの学生向けの取組みを行う等、関係機関等とも連携し、時節に合

わせて、がんに関する積極的な情報発信を行っています。 

 

（５）今後重点として取り組む事項 

 ＃ 外部講師の育成・確保を行い、学校におけるがん教育実施体制の充実を図ります。 

＃ 幅広い利用者のある図書館等と連携を図り、県民にとって身近な場所での積極的な普及啓発

を続けていきます。  
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（１）評価結果の総括 

①がんの死亡統計に関する評価 

・がんの死亡者数は近年男女ともに増加・横ばい傾向にありますが、75歳未満年齢調整死亡率は

減少傾向にあり、岐阜県は概ね全国よりも低い値で推移しています。 

・がんの部位別年齢調整死亡率の推移では、胃がんと肺がんは減少傾向を認めますが、大腸が

ん、子宮頸がん、乳がんは横ばいの状況です。全国との比較では、胃がん(男女)、大腸がん

(女)、子宮頸がん(女)の値が高く推移しています。 

②分野別施策の個別目標値に関する評価 

・8分野の個別目標指標は全 60項目ありますが、本年までに調査結果が把握できないものを含む

ため、今回の中間評価で判定可能な指標は下表のとおり、36項目でした。 

・評価対象となった 36項目のうち、「概ね達成した◎」「改善傾向がみられた○」が 21項目

（58.3%）、「変わらない△」が 8 項目（22.2%）、「改善傾向がみられない×」が 7項目

（19.4%）でした。 

分野 個別指標の達成度 【中間評価対象 全 36項目】 

◎達成・〇改善 （順調である） △不変・×改善を認めず（努力を要する） 

１ 
がんの予防 

・がんの 75 歳未満年齢調整死亡率〇 
・公共機関の受動喫煙対策 ◎ 
・がん登録の DCO割合 ◎ 

・喫煙者割合(男) × 
・喫煙者割合(女) × 

２ 
がん検診 

・胃がん検診受診率 ○ 
・肺がん検診受診率 ◎ 
・大腸がん検診受診率 ◎ 
・乳がん検診受診率 ◎ 
・胃がん精検受診率 ◎ 
・肺がん精検受診率 ◎ 
・乳がん精検受診率 ◎ 

・子宮頸がん検診受診率 △ 
 
 
・大腸がん精検受診率 △ 
・子宮頸がん精検受診率 △ 
 
・チェックリストを満たす市町村 × 

３ 
がん医療 

・がん関連専門看護師等数 ◎ 
・胃がんパス件数 ◎ 
・肺がんパス件数 ◎ 
・大腸がんパス件数 ◎ 
・乳がんパス件数 ◎ 

・病理診断医数 × 
・外来化学療法機関数 △ 
・放射線療法機関数 × 
・キャンサーボート割合 × 
・肝がんパス件数 △ 

４ 
緩和ケア 

・緩和ケアチーム介入数 ◎ 
・緩和ケア外来患者数 ◎ 
・緩和ケア研修会修了率 ◎ 
・緩和ケア研修会受講(医師)◎ 

・緩和ケア研修会受講(医師以外) △ 

５ 
相談・情報 

 ・拠点がん相談数 △ 
・がんサロン数 × 

６ 
両立支援 

・拠点就労相談機関数 ◎ ・拠点社労士相談数 △ 

７ 
小児 AYA 

・小児 AYA相談数 ◎  

８ 
がん教育 

（上記１・２の再掲） 

 計 21項目 【58.3％】 計 15項目 【41.7％】 

４ 中間評価のまとめ 
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（２）中間評価を受けて、今後 3年間（最終評価まで）の方向性 

本計画では、全体目標を「がん患者とその家族を含めた県民が、がんを知り、がんと向き合える

暮らしをめざす」とし、以下 3 つの柱を定めて取り組んできました。 

 

１．科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 

２．患者本位のがん医療の実現 
３．尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築 

 

今年度、中間評価を行った結果、判定可能項目の約 6割で順調に取組みが推進されていることが

分かりました。しかしながら、がん患者を取り巻く環境は常に変化し、今年度は COVID-19の流行

により、がん医療や検診体制、人々の生活に与える影響も少なくなかったと考えます。 

本計画やアクションプランに定めたがん対策も、計画に沿って必ずしも順調に進まない状況もあ

りますが、ウィズコロナ・アフターコロナの時代においても、がん患者とその家族への切れ目のな

い支援と、県民のがんに関する理解促進を止めることなく続けていくことが必要です。 

 最終評価までの 3年間も、引き続き「全体目標」の実現に向け、「3つの柱」に沿って取り組ん

でいきます。そして、各分野別の課題については下記を重点的に取り組み、推進していくこととし

ます。 

１ がんの予防  

・改正健康増進法に基づき、受動喫煙対策及び禁煙支援をさらに推進します。 

・がん登録データを活用し、県民ががんを身近な問題として捉えられるよう普及啓発を行いま

す。 

２ がん検診  

・がん検診の受診促進に向け、市町村毎の課題に対応した検診体制を整備し啓発を実施します。 

・市町村及び検診機関は有効性のある正しいがん検診を実施し、相互の連携を密に図る等、精度 

向上に取り組みます。 

３ がん医療の充実  

・各圏域に 1ヶ所以上設置されているがん診療連携拠点病院の整備体制を維持し、更なる医療体

制の充実を図ります。 

４ がんと診断された時からの緩和ケア  

・医療従事者のみならず、多職種を対象として緩和ケアの啓発と資質向上に取り組みます。 

５ がんに関する相談支援及び情報提供  

・時代やニーズに合わせ、オンラインを活用した相談体制の工夫と充実に取り組みます。 

６ がん患者の治療と仕事の両立支援  

・岐阜地域両立支援チーム構成機関の連携を強化し、相談支援体制の充実を図ります。 

７ 小児・AYA世代のがんへの対応  

・ＡＹＡ世代のがん患者のニーズに沿った支援事業を推進します。 

８ がんの教育・普及啓発  

・がん教育の拡充に向け、関係機関で連携して人材育成・確保を行います。 

３つの柱 
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 がん対策は、患者及びその家族を含めた県民を中心として展開されるものであり、対策を実効性

のあるものとして総合的かつ計画的に推進するためには、行政や関係機関等が県民の視点に立ち、

適切な役割分担の下、相互の連携を図りつつ、一体となって施策に取り組んでいくことが重要で

す。 

 今後も各目標の進捗状況等については、年 1回岐阜県がん対策推進協議会において確認・検討を

行うこととし、計画の目標達成に向けて、各推進機関がより一層のがん対策の推進に努めていきま

す。 

５ おわりに 


