
第10回 都道府県がん診療連携拠点病院
連絡協議会

情報提供・相談⽀援部会 報告
平成30年7⽉9⽇(⽉) 13:00〜16:30

国⽴がん研究センター新研究棟1階 ⼤会議室
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第11回 都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会



第10回部会での報告・共有内容
3．がん情報提供・相談⽀援をめぐる施策の動向

（１）がんゲノム医療の提供体制とがん診療連携拠点病院等の指定要件の⾒直しについて
厚⽣労働省 健康局 がん・疾病対策課

（２）働き⽅改⾰と両⽴⽀援コーディネーターの養成について
厚⽣労働省 労働基準局 安全衛⽣部労働衛⽣

4．情報提供・相談⽀援部会 平成29年度ワーキンググループ検討結
果を踏まえた、部会としての今後の取り組みについて

（１）平成29年度ワーキンググループでの検討内容とその後の動き
委員⻑ ⾦森平和 神奈川県⽴がんセンター

（２）情報提供・相談⽀援部会としての⼒点と進め⽅
５．がん対策情報センターおよび各県・ブロックからのお知らせ

（１）災害対策について
（２）地域相談⽀援フォーラム開催報告および開催予定
（３）がん相談⽀援センターと地域の図書館等との連携について
（４）平成30年度相談員研修ならびに国⽴がん研究センター認定事業について
（５）⽯綿対策についてのお知らせ 環境再⽣保全機構より
（６）⽇本癌治療学会認定がんナビゲーター制度について ⽇本癌治療学会より
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情報提供・相談支援部会からの提案の流れ

都道府県がん診療連携拠点病院
連絡協議会（親会）

都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会
情報提供・相談⽀援部会

部会WG

県がん診療
連携協議会
相談部会

県がん診療
連携協議会
相談部会

県がん診療
連携協議会
相談部会

・・・

がん対策推進協議会 専⾨委員会等

提⾔

提⾔

• 可視化や成果を⽰すための
枠組みや体制づくりに対する
提⾔ など

• 全国レベルでの
⾒える化/PDCAの確保
（全国での取り組みの改善に）

• ⾃分たち/社会に対して
がん相談⽀援の活動状況や成果を
⽰す

• 各都道府県内の
⾒える化/PDCAの確保
（県内での取り組みの改善に）

• 都道府県拠点病院内の
• 各地域拠点病院内の
⾒える化/PDCAの確保

（病院内での取り組みの改善に）
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(厚⽣労働省)
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第4回部会資料より



がん診療連携拠点病院等の整備指針への提案に
向けた検討ワーキンググループからの報告

委員：
秋⽥⼤学医学部附属病院 秋⼭みどり
がん研究会有明病院 花出正美
岐⾩⼤学医学部附属病院 堀川幸男
愛知県がんセンター中央病院 船﨑初美
滋賀県⽴総合病院 岡村理
⼤阪国際がんセンター 池⼭晴⼈
⾼知⼤学医学部附属病院 前⽥英武
九州がんセンター ⽵⼭由⼦
琉球⼤学医学部附属病院 増⽥晶⼈

全3回のワーキンググループを開催
2017年8⽉10⽇：第1回WG
2017年8⽉31⽇：第2回WG
2017年10⽉2⽇：第3回WG
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ワーキンググループ⻑：
神奈川県⽴がんセンター ⾦森平和



がん相談⽀援センターについて、がん診療連携拠点病院の
整備指針において記載すべき事項に関する意⾒書

１．都道府県がん診療連携協議会（以下、都道府県拠点病院）が都道府県⾏政と連携して果
たすべき役割について

（１）都道府県下のがん相談⽀援センター間の役割分担について
（２）⾃殺対策について
（３）がん相談⽀援センターの周知について
（４）社会的⽀援の拡充について

２．拠点病院が果たすべき役割について
（１）すべての主治医（チーム）による⼗分な患者とのコミュニケーションについて
（２）がん相談⽀援センターのバックアップ体制の整備について
（３）がん相談⽀援センターの周知について
（４）都道府県がん診療連携拠点病院における事務局機能について
（５）⾃殺対策について

３．がん相談⽀援センターが備えるべき⼈員、役割について
４．がん相談⽀援センターの活動実績 を⽰す指標について
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※親会からの提案「2017年11⽉27⽇ がん診療連携拠点病院に求められる機能に関する提案」の
別添資料として、厚⽣労働省に提出



検討したが報告内容には盛り込まれなかったテーマ

患者サロンとピアサポートについて
地域統括相談⽀援センターについて
AYA世代、フォローアップ、その他個別の⽀援テーマ
 地域、施設によって、資源の充実度、取り組み意向などが様々
な課題であり、意⾒書等に記載するには不適切との判断
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＜今後の進め⽅＞
議論いただいたことを蓄積しつつ、部会としても相談⽀援の質を
⾼めることができるような取り組みとして、WGを検討する。
整備指針を街、次回の部会（12⽉）の前あるいは部会で提案
し、進めていく。



災害発⽣時：⾮常⽤ページが表⽰されます

⾸都圏以外での災害
発⽣時の表⽰内容

⾸都圏での災害発⽣時
（NCCサーバーダウン時）

の表⽰内容

※災害対策サーバーに切り替わります
https://ganjoho.jp/emergency/index_emergency.htmlhttps://ganjoho.jp/emergency/emergency.html

国⽴がん研究センターサーバーから表⽰



■被災地の各病院の状況
国指定のがん診療連携拠点病院などの、がん相談⽀援センター、化学療法、放射線治療、緩和ケア（がんの痛み、苦痛緩和への対応）などの対
応状況をまとめました。

 被災地の病院におけるがん患者さんの受け⼊れ体制（PDF）
■周辺各県における被災地のがん患者さんの受け⼊れ対応状況
国指定のがん診療連携拠点病院などの状況をまとめました。

 周辺各県の病院における被災地のがん患者さんの受け⼊れ体制（PDF）
■被災地のがん患者さんの受け⼊れ状況の把握について
●被災地において：「被災地 医療機関対応状況」
●被災周辺地域において：「周辺地域 医療機関受⼊状況」
についての情報収集を、国⽴病院機構九州がんセンターから、がん診療連携拠点病院等のみなさまに依頼させていただきます。

【がん患者受け⼊れ状況等調査⽤ファイル】
 被災地周辺地域受⼊体制調査フォーマット（MS-Excel）

■全国がん診療連携拠点病院・がん相談⽀援センター⼀覧
がん診療連携拠点病院等の情報は下記の資料（PDF）をご参照ください。
 全国がん診療連携拠点病院・がん相談⽀援センターなど⼀覧（2017年7⽉ 現在）（PDF）
■災害時関連情報
■臨時サーバーからの配信による影響

災害に関する情報
現在、関東地⽅に発⽣した災害により「がん情報サービス」の⼀部の機能が停⽌しております。
ご覧いただいているウェブサイトは、緊急時⽤の臨時サーバーより配信しています。

災害発⽣時（⾸都圏の場合）：Web表⽰内容例 ⼀部抜粋

★被災地の各病
院の状況
★周辺各県の受
⼊対応状況
の情報把握・共有
にご協⼒ください。

ここに情報収集したい内容の
ファイルを置いています



災害時には、がん患者さんの受け⼊れ状況を把握し、情報共有をお願
いします。
１．災害時：被災地のがん患者さんの受け⼊れ状況の把握について

• 被災地において：「被災地 医療機関対応状況」
• 被災周辺地域において：「周辺地域 医療機関受⼊状況」
についての情報収集依頼を、
• ⾸都圏以外での災害発⽣時：

国⽴がん研究センターがん対策情報センター
• ⾸都圏での災害発⽣時：

国⽴病院機構 九州がんセンター
からご依頼させていただきます。

がん診療連携拠点病院向け災害時情報 ページ



⽇ 時 2018.6.18 ⼤阪北部地震（最⼤震度6弱） 発⽣ 備 考
6/18⽉ 7:58地震発⽣

8:28
8:50

がん情報提供部⻑⇔⼤阪国際がんセンターがん相談⽀援センター副セン
ター⻑メール応答

安否確認
出勤途中で交通⿇痺あり。職場に到着できていな
い旨連絡あり

9:15震度5以上の5府県がん相談⽀援センターML準備開始
TVニュースにて情報収集し、情報収集範囲を決定
ML物理的な反映は⼣⽅17時以降になるとの連絡
あり

9:40⼤阪国際がんセンターCIS副センター⻑⇒がん情報提供部⻑宛TEL（不
在のため専⾨員受け）

・⼤きい影響のあった施設の情報共有。
・その他、全貌はまだわからず。

9:40厚⽣労働省がん疾病対策課＝＞がん対策情報センター⻑電話（不在のた
め室⻑受）

厚労省としても県庁等を通じて情報収集に努める
が、情報が⼊れば共有してほしいとの依頼あり

12:35⼤阪国際がんセンターCIS副センター⻑⇒がん情報提供部⻑宛TEL 職場に到着した旨連絡あり

13:00BCCにて関⻄5府県相談⽀援センターおよびkyoten-ciscに連絡
5府県の都道府県拠点CISに電話連絡で概況確認（京都、奈良話し中） 滋賀、兵庫：出勤できない職員対応あるが、通常

通りの診療対応

13:50⼤阪国際がんセンターCIS副センター⻑⇒がん情報提供部⻑宛TEL
情報収集⽅法の確認。
⼤阪府部会MLを通して情報収集中、そのまま実
施することを確認

17:20被災5府県メーリングリスト稼動
17:40がん情報サービス事務局⇒⼤阪国際がんセンターCIS副センター⻑TEL ML稼動連絡、⼤阪国際がんセンターより発信し、

情報共有いただく
17:585府県ML登録者へのメーリングリストのご案内発出 ML稼働連絡、情報共有サポートを開始

20:05⼤阪国際がんセンターCIS副センター⻑⇒5府県ML 状況報告

20:15⼤阪国際がんセンターCIS副センター⻑⇒kyoten-cisc 状況報告

6/19⽕ 9:00がん情報サービストップページに「⼤規模災害に対する備え」「⼤阪府のがん相談⽀援センター」リンクを掲載
20:06⼤阪国際がんセンターCIS副センター⻑⇒5府県ML、kyoten-cisc 状況報告

6/20⽔ 23:16⼤阪国際がんセンターCIS副センター⻑⇒5府県ML、kyoten-cisc 状況報告
6/21⽊ 11:10がん情報サービスに「⼤阪北部を震源とする地震への対応状況」掲載

⼤阪北部地震（6/18）の際の部会内での情報共有



２．事前の準備：全国のがん相談⽀援センターのみなさまへ
ご依頼させていただいた際、および、事前の準備として定期的に、
１）Kyoten-CISCのメーリングリストの登録者確認と更新
メーリングリストの登録については、以下のページをご覧ください。
「がん診療連携拠点病院がん相談⽀援センターメーリングリストのご案内」

２）「被災地周辺地域受⼊体制調査フォーマット」（MS-Excel）への記載と情報
提供する際の院内・地域内確認ルートの確認をお願いいたします。

３．災害時連絡先：がん相談⽀援センターなどの連絡先⼀覧
災害時の連絡⽤として、「４．「がん相談⽀援センター」の探し⽅」の最後のところに「がん相談
⽀援センターなど連絡先⼀覧」をPDFファイルにて掲載しています。

緊急時には、「病院をさがす」のサーバ内の情報は、臨時のサーバには移⾏されませんので、こちらをご活⽤ください。

がん診療連携拠点病院向け災害時情報 ページ

●被災地 医療機関対応状況
 患者さんの窓⼝：がん相談⽀援センター
 化学療法：対応可否、可能な開始時期、臓器の限定など
 放射線治療：装置稼働状況
 緩和ケア病棟の状況
●周辺地域 医療機関受⼊状況
 医療機関向けの他院からの患者受⼊窓⼝：地域連携室など

・部署名、電話、対応状況
 医療機関向けの他院からの受け⼊れ状況

・⼊院、外来、など



大規模災害における
受け入れ体制の構築

岐阜県がん診療連携拠点病院協議会

患者相談専門部会



背景
• 岐⾩県では、災害時要配慮者⽀援マニュアルが整備されているが、がん患者に

有益な情報を提供する体制がない
• 熊本県、⼤分県がん相談⽀援センターが震災の際に、対応された状況を受け、

岐⾩県においても体制の構築の必要性を感じた
⽬的

⼤規模災害時にがん患者に必要な治療などに関する情報を提供できる

１．背景と目的

２．プロセス

平成29年度

ワーキングを⽴ち上げ

体制案の検証

シミュレーションを作成

平成30年度8⽉実施予定

課題を抽出し体制を検討

平成28年度

⼤規模災害時におけるがん
治療などに関する受け⼊れ
体制の構築（案）

平成30年8⽉

シミュレーション開始



３．受け入れ体制

都道府県
拠点病院

国⽴がん
研究センター

地域拠点病院

岐⾩県

ぎふがん
ねっと

地域拠点病院 地域拠点病院地域拠点病院 地域拠点病院 地域拠点病院

協⼒病院 協⼒病院 協⼒病院 協⼒病院 協⼒病院 協⼒病院 協⼒病院 協⼒病院 協⼒病院

災害発⽣‼

平成30年度
シミュレーション

⾶騨医療圏

中濃医療圏

⻄濃医療圏 岐⾩医療圏 東濃医療圏

震度5の地震発⽣‼



地域相談⽀援フォーラム開催報告・予定
地域・ブロック H29年度 H30年度以降
東北 H29年度 in 秋⽥ ★

「共に⽀えよう 〜そこに暮らすがん患者さんとご
家族を〜」
H29/11/18（⼟）：秋⽥県保健総合センター

H30年度 in 福島
「患者と共に構築するがんと共に歩める社会〜⼈⽣の
歩みを⽌めずに⽣きること」
H30/11/17（⼟）：コラッセ福島

北関東 H29年度 in 群⾺
「どうしていますか？患者が最期を考えるとき
〜事前意思指⽰書と共に考える〜」
H29/11/18(⼟）：群⾺⼤学医学部附属病院 ⼑
城会館

（H31年度 in 茨城 予定）

南関東 H29年度 in 埼⽟ ★
「私たちの⼼を笑顔にリフレッシュ！〜相談員のセ
ルフケアを考える〜」
H29/11/25（⼟）：埼⽟県県⺠健康センター

H30年度 in 千葉
「AYA世代の「い・ろ・は」 〜いま、何が必要？考えよう
AYA世代のサポート〜」
H30/11/10（⼟）：千葉商⼯会議所

関⻄ H29年度 in 奈良・和歌⼭
「より良い相談⽀援のための院内連携と協働」
H30/2/17（⼟）：奈良県国際春⽇野フォーラム

（H31年度 in 兵庫 予定）

（中）四国 H30年度 in ⾹川
「がんになってもその⼈らしい選択を⽀えるために〜相談
⽀援・情報提供の架け橋〜」
H30/2/9 (⼟）：かがわ国際会議場

九州 H29年度 in ⼤分 ★
「マインドフルネスで相談員も元気になろう」
H30/2/10(⼟）：ホルトホール⼤分

H30年度 in 宮崎 ★
「新たな普通を共にみつける（予定）」
H31/1/26（⼟）：アステム宮崎営業本部

北海道・⻘森 H30年度 in ⻘森・北海道 ★
「地域・多職種との連携・協働」
H30/9/22（⼟）：ねぶたの家ワラッセ

★：⾃主開催



届けるを贈る 届けるを⽀える
『がん情報ギフト』 プロジェクトがはじまりました。

2017年7⽉31⽇スタート
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集まった30,000円毎に
ご指定の都道府県の図書館１館に
「がん情報ギフトセット」を寄贈します。

.....840,000円で 宮崎県全ての公⽴図書館・・・

..1,620,000円で 群⾺県全ての公⽴図書館・・・・・

..4,320,000円で 北海道全ての公⽴図書館に
⾏きわたります。



1館寄贈

2館以上寄贈

2018年3⽉末までに
1都1道14県の計43図書館に寄贈しました

北海道 : 函館市中央図書館
岩⼿県 : 岩⼿県⽴図書館

紫波町図書館

東京都 : 都⽴中央図書館
都⽴多摩図書館

⻑野県 : 県⽴⻑野図書館
市⽴⼩諸図書館

（⼩諸市教育委員会市⽴⼩諸図書館）

静岡県 : 静岡県⽴図書館
三島市⽴図書館
浜松市⽴城北図書館
裾野市⽴鈴⽊図書館

愛知県 : 愛知県図書館
⽇進市⽴図書館
⻑久⼿市中央図書館
瀬⼾市⽴図書館
尾張旭市⽴図書館
愛知医科⼤学病院健康情報室

＝2017年度の個⼈寄付・企業寄付で賄えたのは43館分です。

富⼭県 : ⿊部市⽴図書館⿊部館
朝⽇町図書館
砺波市⽴砺波図書館

⽯川県 : ⽯川県⽴図書館
福井県 : 福井県⽴図書館

若狭図書学習センター
（福井県⽴図書館若狭分館）

岐⾩県 : 岐⾩県⽴図書館
⾼⼭市図書館
美濃加茂市中央図書館
⼤垣市⽴図書館
多治⾒市図書館
⼟岐市図書館

三重県 : 三重県⽴図書館
尾鷲市⽴図書館
紀宝町⽴鵜殿図書館
多気町⽴勢和図書館

滋賀県 : ⽶原市⽴⼭東図書館
⻑浜市⽴⻑浜図書館
⾼島市⽴今津図書館
守⼭市⽴図書館
東近江市⽴能登川図書館
滋賀県⽴図書館

兵庫県 : 姫路市⽴城内図書館

⿃取県 : ⿃取県⽴図書館
本館および移動図書館

島根県 : 出雲市中央図書館
⾹川県 : ⾹川県⽴図書館

病院外の情報発信基地として、
がん相談⽀援センター側からも

積極的な連携を！



2018(平成30)年度相談員研修 開催予定
形式 研修名 開催⽇程 定員 受講料

E 基礎研修（１）（２） 研修修了コース 〜2019.10末 － －
E 基礎研修（１）（２） 知識確認コース 〜2019.10末 － 16,200
E 継続研修 認定取得コース 〜2019.10末 － 16,200
E 継続研修 認定更新コース 〜2019.10末 － 5,400

集 基礎研修（３） 国指定コース
（国指定拠点病院対象）

第1回：7/28-29
第2回：8/18-19
第3回：8/25-26
第4回：9/8-9
予備 ：9/29-30

450
－

集 基礎研修（３） ⾮拠点コース
（国指定拠点病院以外対象） 32,400

集 指導者研修
（フォローアップ研修と交替で隔年開催するためH30は休⽌） なし － －

集 指導者フォローアップ研修
〜研修企画コンサルテーション〜 6/29 50 10,800

集 指導者等スキルアップ研修
〜相談対応のQuality Assuranceを学ぶ〜 6/14 50 10,800

集 指導者等スキルアップ研修
〜相談対応モニタリング研修〜

第1回：10/11
第2回：11/15 18 16,200

集 指導者等スキルアップ研修
〜情報から始まるがん相談⽀援〜 10/26-27 50 21,600

形式：E＝Eラーニング 集＝集合研修
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2018 (平成30)年度 地域で開催の
「相談対応の質保証を学ぶ」講師派遣研修 開催予定

研修開催⽇ 主 催 主担当施設
2018年6⽉2⽇ (⼟) 宮崎県がん診療連携協議会 相談⽀援専⾨部会 宮崎県⽴宮崎病院
2018年7⽉7⽇ (⼟) 栃⽊県がん診療連携協議会 相談⽀援部会 栃⽊県⽴がんセンター
2018年7⽉14⽇ (⼟) 埼⽟県がん診療連携協議会情報連携部会 埼⽟県⽴がんセンター
2018年7⽉14⽇ (⼟) 熊本県がん専⾨相談員研修会 熊本⼤学医学部附属病院
2018年7⽉21⽇ (⼟) ⼭⼝県がん診療連携協議会 相談⽀援部会 ⼭⼝⼤学医学部附属病院
2018年10⽉6⽇ (⼟) 神奈川県がん診療連携協議会 相談⽀援部会 神奈川県⽴がんセンター

2018年10⽉13⽇ (⼟) 和歌⼭県がん診療連携協議会 地域連携・相談⽀
援部会 和歌⼭県⽴医科⼤学附属病院

2018年10⽉17⽇ (⽔) 東京都がん診療連携協議会相談・情報部会 都⽴駒込病院
2018年10⽉31⽇ (⽔) 愛知県がん診療連携協議会相談⽀援部会 愛知県がんセンター中央病院

2018年11⽉3⽇ (⼟) ⾼知がん診療連携協議会 情報提供・相談⽀援
部会 ⾼知⼤学医学部附属病院

2018年12⽉1⽇ (⼟)、2⽇ (⽇) 福岡県地域連携・情報専⾨部会 九州がんセンター

2019年3⽉22⽇（⾦） 京都府がん医療戦略推進会議相談⽀援部会 研
修会 京都府⽴医科⼤学附属病院

2019年3⽉23⽇（⼟） ⼤阪府がん診療連携協議会相談⽀援センター部会 ⼤阪⾚⼗字病院

合計13都府県



⽯綿救済相談ダイヤル

最後に

さ あ は や く き ゅ う さ い

アスベストによって

ご病気になられた⽅がいらっしゃいましたら

をご案内ください。
http://www.erca.go.jp/asbestos/

⽯綿健康被害救済制度について

独⽴⾏政法⼈ 環境再⽣保全機構
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多くの国⺠、多くのがん患者・家族が、
がん相談⽀援センターにたどり着かない

がん診療連携拠点病院
がん相談⽀援センター

周知の努⼒

癌治療学会

ナビゲーター育成

がん相談⽀援センターが提供する情報が、
がん患者・家族、国⺠にたどり着かない

第3期がん対策推進基本計画
相談⽀援・情報提供の【個別⽬標】
国は、多様化・複雑化する相談⽀援のニーズに対応できるよう、
関係学会との連携や相談⽀援従事者の研修のあり⽅等について、
3年以内に検討し、より効率的・効果的な相談⽀援体制を構築する。

協働

⽇本癌治療学会 がん診療連携・認定ネットワークナビゲーター委員会
藤 也⼨志 （国⽴病院機構九州がんセンター・院⻑）
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本活動の理解と各都道府県における周知活動
（各がん診療連携協議会や相談⽀援関連部会を通じて）

皆様に協⼒をお願いしたいこと

ナビゲーターの実地⾒学認定研修施設への登録と受け⼊れ

ナビゲーターとの顔の⾒える連携の構築とそれに基づいた教育指導
（各都道府県のがん相談員研修や連絡会への参加の許可など）

どうぞよろしくお願い申し上げます。

詳細は、癌治療学会ホームページをご参照ください。
http://www.jsco.or.jp/jpn/index/page/id/1343/


