
アクションプランの取組状況について（各団体の具体的取組み）

■ １）－① がんの予防の推進（喫煙対策）

県
（保健所）

住民
出前講座等や世界禁煙デー・禁煙週間に合せ、たばこによる健康被害や
喫煙に関する情報提供と啓発活動を実施

○

世界禁煙デーに合わせた啓発（禁煙支援・受動喫煙防止の
ための講演会開催、県有施設の終日禁煙実施等）
大学祭、健康祭り、JA祭り、商工会祭り等に合わせた啓発
活動
出前講座、健康対策セミナーにおける啓発
高校へのちらし配布、高校文化祭でのパネル展示
健康づくり協力店へのたばこの健康被害についてのパンフ
レット配布　等

○正しい知識の普及啓発

住民
イベントや広報誌、世界禁煙デーに合せたＨＰやロビー展などでたばこによ
る健康被害や喫煙に関する情報提供と啓発活動を実施

○ １６/１７

世界禁煙デーに合わせた啓発、広報（ポスター展、チラシ配
布、行政告知放送等）
6月に禁煙相談日を設定
広報への掲載
イベントでの周知（歯と口の健康フェスタでの肺年齢測定、
ふるさと商工会、小豆島中央病院イベント、企業イベントでの
禁煙に関するブース設置等）
がん検診時に啓発資料配布

住民・妊
婦・検診受

診者

母子手帳交付時や検診時などに、たばこによる健康被害についての普及
啓発の実施

○ １６/１７

母子手帳交付時に啓発資料配布、禁煙・分煙指導
妊娠届出時、新生児訪問、乳幼児健診、マタニティ教室時の
啓発（妊婦及び家族の喫煙状況を把握し、保健指導を実施）
肺がん検診時の啓発
健康大学でたばこによる健康被害について健康教育

児童・生徒 学校の保健学習において、たばこの害についての教育を実施 ○ ９/１７

拠点病院
等

来院者
たばこによる健康被害と禁煙に関する啓発活動、
世界禁煙デーに合せたたばこに関する情報提供や啓発活動を実施

○ ５/５

児童・生徒
小学校、中学校、高等学校において、学校薬剤師がたばこによる健康被害
と禁煙に関する啓発活動を実施

○
　学校薬剤師が、学校健康教室の一環として児童、生徒に
たばこによる健康被害と禁煙に関する講義を実施

住民
健康教室や世界禁煙デー・禁煙週間に合せ、たばこによる健康被害や喫
煙に関する情報提供と啓発活動を実施

○

5月　世界禁煙デーinかがわへの後援
3月　香川県予防医学協会顧問・日本禁煙学会理事・禁煙指
導専門医で禁煙学会GRP（Grass Roots Power）委員会委員
長の森田純二先生を講師に迎え　「メディカルスタッフによる
禁煙支援について～すべての患者さんに禁煙を！～」と題し
て講演会を開催

取り組むべき施策
実施主

体
対象 具体的な取組

取組み
の有無

実施率
取組みの

主な内容（平成28年度）

市町

香川県薬
剤師会

参考資料３
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香川県歯
科医師会

住民 たばこによる健康被害と禁煙に関する啓発活動を実施 ○
模型・リーフレット等を使用し歯と口の健康週間行事等にお
いて啓発を行った

香川県看
護協会

住民 世界禁煙デーと合せたたばこに関する正しい知識の普及啓発の実施 ○
・高等学校・大学の文化祭
・かがわ育児の日のフェスティバル2015

香川県総
合健診協

会
住民 世界禁煙デーと合せたたばこに関する啓発活動を実施 ○

世界禁煙デーに検診現場で啓発チラシを配布した。
また、「三木町まんで願。」や宇多津健康まつりで肺年齢測
定を通じて禁煙に関する啓発活動を行った。

世界禁煙デーと合せたたばこに関する正しい知識の普及啓発の実施 ○

たばこによる健康被害と禁煙に関する啓発活動を実施 ○

県
（保健所）

禁煙希望者禁煙治療が提供できる医療機関等の情報提供 ○
禁煙治療のできる医療機関の一覧表作成と周知、出前講座
での周知

禁煙治療が提供できる医療機関等の情報提供 ○ １０/１７
個別に情報提供を実施（随時）
肺がん検診受診者の喫煙者にチラシを配布
広報誌

妊婦健診、特定保健指導などにおいて禁煙支援プログラムの提供や禁煙
相談の実施

○ １０/１７
妊婦健診、特定保健指導時、マタニティ教室実施時に個別
禁煙相談実施

禁煙治療が提供できる医療機関等の情報提供、看護師等による禁煙指導
等を実施

○ ５/５

禁煙希望者に対する禁煙治療を「禁煙外来」で実施 ○ ５/５

香川県薬
剤師会

禁煙希望
者

禁煙治療が提供できる医療機関等の情報提供と薬局での禁煙支援を実施 ○ 薬局窓口での禁煙相談及び指導

香川県歯
科医師会

禁煙希望
者

検診時において禁煙支援の実施（禁煙外来の紹介） ○

香川県看
護協会

禁煙希望者「まちの保健室」にて禁煙支援を実施 ○ 実施回数、支援した人数：6回、40名

○正しい知識の普及啓発
禁煙推進

団体
県民

市町 禁煙希望者

拠点病院
等

禁煙希望
者
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事業所
事業所や健康づくり協力店等に対して講習会時に禁煙・分煙施設認定制度
の普及啓発を実施

○

食品衛生講習会、労働基準監督署主催の研修会等で普及
啓発を実施
健康づくり協力店等への訪問
事業所従業員を対象に出前講座を実施

○受動喫煙の防止 ー 庁舎内、関係施設での受動喫煙防止対策の実施 ○ 建物内禁煙の実施、世界禁煙デーには敷地内禁煙実施

事業所 事業所に対する受動喫煙防止対策への協力依頼 ○ １/１７
事業所を対象に「禁煙・受動喫煙防止出前講座」を実施。4
事業所、述べ65人が参加（高松市）

ー 庁舎内、関係施設での受動喫煙防止対策の実施 ○ １５/１７
ほとんどの市町において建物内禁煙を実施
分煙対策は全市町実施

拠点病院
等

－ 敷地内・施設内禁煙の実施 ○ ５/５

香川県医
師会

医療機関 医療機関における受動喫煙防止対策の推進 －

香川県薬
剤師会

薬局 薬局内の禁煙・分煙施設認定制度の普及啓発 ○
敷地内禁煙施設　　31薬局
建物内禁煙施設　　48薬局

香川県歯
科医師会

歯科診療所歯科診療所における敷地内・施設内禁煙の実施 ○ 実施診療所数　331院所

県
（保健所）

市町
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　■  １）－② がん予防の推進（食生活、運動等の生活習慣の改善）

健康セミナーや出前講座で、がん予防に効果的な生活習慣や食習慣の啓
発

○

出前講座の実施（講義にできるだけがんに関する内容を盛
り込み）
大学祭での周知（パンフレット配布）
事業所に対する周知（労働基準監督署と連携しチラシ配布）

身体活動・運動の効果についての正しい知識の普及 ○

出前講座、食生活改善推進員研修会等での実施（実技も交
えた指導）
食育メール配信による周知（働く世代を対象に運動や食事に
ついて正しい知識の普及）

健康相談や広報誌などで、がん予防に効果的な生活習慣や食習慣の啓発 ○ １５/１７
HP、広報誌、ポスター、チラシ、パネル、地区組織の健康教
室等により啓発（野菜摂取やバランス食、減塩）

健康づくりセミナーや健康教室などで身体活動・運動の効果についての正
しい知識の普及

○ １７/１７
医師による講演、食生活改善推進員の協力による勧奨啓
発、運動教室、健康づくりセミナーの実施、

栄養相談や健康フェアを通じて望ましい生活習慣や食習慣の啓発 ○ ５/５

管理栄養士による栄養相談、健康フェアや健康講座での啓
発
世界糖尿病デーや世界腎臓デー、病院のイベントでの栄養
相談
広報誌を利用した情報提供
人間ドッグでの栄養教室、がん患者サロン等での啓発　等

栄養成分表示やバランスを考慮した食事メニューの提供 ○ ３/５

広報誌でのヘルシーメニューの紹介
病院HPで栄養成分表示をした献立を紹介したり、生活習慣
病予防のクイズを掲載
健康フェアや健康講座での啓発
ヘルシー弁当などのプロデュース

香川県歯
科医師会

住民 ＨＰにて健口生活メニューの提供 ○

香川県看
護協会

住民 「まちの保健室」にて、望ましい生活習慣や食習慣の啓発活動を実施 ○

・第15回ボランティアフェスティバルin国分寺
・かがわ子育て支援フェスティバル2016
・かがわ介護フェア
・第60回香川県婦人団体連絡協議会生活文化展
・さぬきこどもの国「まちの保健室」 年6回
・まちの保健室扇町　毎週水曜日
・高松市瓦町健康ステーションにてまちの保健室
　　　　年5回

香川県栄
養士会

住民
がんのリスクを抑えるバランスのとれた食習慣の啓発活動や栄養指導の実
施

○
「野菜を食べようキャンペーン」
Ｈ２８年６月２１日　丸亀町１番街ドーム

具体的な取組
取組み
の有無

実施率
取組みの
主な内容対象

○情報提供による生活習
慣の改善に向けた環境づ
くり

市町 住民

取り組むべき施策
実施主

体

拠点病院
等

住民

県
（保健所）

住民
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○情報提供による生活習
慣の改善に向けた環境づ
くり（続き）

日本健康
運動指導
士会香川
県支部

住民 適度な運動習慣に関する啓発活動や運動指導の実施 ○

「健康づくりのための身体活動基準2013」において明確化さ
れた、身体活動の増加によるがんのリスクを低減できること
の地域住民への周知。
身体活動増加のための生活習慣改善実践の情報提供の実
施。
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　■ １）－③　がん予防の推進（感染に起因するがんの予防対策）

子宮頸がん予防ワクチン接種の情報提供及び子宮頸がん検診の必要性
の周知

○ 必要に応じ、窓口にチラシを設置

○正しい知識の普及啓発 肝炎ウイルス検査体制の充実や受診勧奨、医療費の助成 ○
HP等での受診勧奨
定例の肝炎ウィルス検査と陽性者へのフォローアップ
肝炎ウィルスに対する情報提供

保健指導や相談の実施 ○ 来所者の相談や保健指導、電話相談指導

保健所・市
町等

肝炎患者に継続した医療が受けられるよう肝炎治療コーディネーターを養
成

○ 保健師、看護師を集めた研修会を実施

子宮頸がん予防ワクチン接種の情報提供及び子宮頸がん検診の必要性
の周知

○ １５/１７

子宮頸がん検診について、個別検診受診券、クーポン券の
発送、特定の年齢の者・一定期間未受診者への個別案内
HP・広報誌、リーフレット等による周知、母子手帳発行時の
周知
学校等を通じた周知
産婦人科医による大学生対象の講座
子宮頸がん予防ワクチン接種については情報提供

肝炎ウイルス検査の実施及び体制の情報提供と受診勧奨 ○ １７/１７

特定の年齢の者・これまで未受診者への受診券の送付
特定の年齢の者への個別勧奨
無料検診対象者への個別勧奨
対象者への個人通知、保健ガイド、パンフレット配布
広報掲載、広報誌配布（日程表、実施案内）
陽性者への精密検査等受診状況の把握及び受診勧奨の実
施

妊婦健診においてＨＴＬＶ－1抗体検査の実施、保健指導や相談の実施 ○ １６/１７

妊娠届出時の受診券交付（ガイドブックと併せて配布）
妊婦健診時に診査の項目として実施
母子手帳発行時に説明
必要に応じた訪問指導、病院での面接指導
陽性者への個別訪問指導

生徒 中学校での性教育などにおける子宮頸がんについての正しい知識の周知 ○ ５/１７
保健体育の授業としての実施
リーフレット等の配布

20歳 成人式における子宮がんについての情報提供 ○ ８/１７
成人式における子宮がんについての情報提供(パンフレット
を配布)

県
（保健所）

住民

市町

住民

取組み
の有無

実施率
取組みの
主な内容取り組むべき施策

実施主
体

対象 具体的な取組
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子宮頸がん予防ワクチン接種の情報提供及び子宮頸がん検診の必要性
の周知

○ ５/５

子宮頸がん検診に関するポスターを外来に掲示し検診受診
の啓発を実施
診察時に定期的な健診の必要性の周知
ワクチン希望者への情報提供

○正しい知識の普及啓発 Ｂ型、Ｃ型肝炎ウイルス検査の実施・相談 ○ ５/５

ＨＴＬＶ－1の妊婦健診の実施・相談 ○ ５/５

住民 各種イベントで感染に起因するがんに関するチラシ等を配布 ○
みとよ健康福祉まつり、多度津町健康まつり、
土庄町大商業祭り、宇多津町健康まつりなど

大学生 4月9日子宮の日に合せて大学等でリーフレットを配布する ○
4月10日にイオン高松の来場者を対象に配布した。
また県の受診促進事業に併せて香川大学、保健医療大学、
穴吹医療大学等の学生に配布した。

がん患者
団体

住民 子宮頸がん予防啓発パンフレットの配布 ○

【香川がん患者会さぬきの絆】
・定例会・交流会・広報などにおいて、科学的根拠に基づくが
ん予防ガイドラインについて説明
・「喫煙・受動喫煙が健康に及ぼす害」について講演を実施
し、講演内容を広報誌に掲載
・リレー・フォー・ライフにて禁煙の必要性について啓蒙活動
を実施

拠点病院
等

来院者

香川県総
合健診協

会
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　■ ２）－①がんの早期発見の推進

がん検診受診率向上プロジェクト推進企業グループと協働したがん対策県
民運動推進事業の実施

○

「リレー・フォー・ライフ・ジャパン」(H28年10月開催)への協力
「かがわがんサミット」(Ｈ28年１月開催)への企業グループに
よる後援協力
啓発グッズの店舗への掲示依頼

乳がん検診は、「ピンクリボンかがわ県協議会」と協働してマスメディア等と
連携した普及啓発

○
乳がん啓発のための「ピンクリボンウォーク＆フェス」「ピンク
リボンライトアップ＆プロジェクションマッピング」（H28年10月
開催）への協力

市町が実施するがん検診の情報提供 ○
HP、イベント等を利用しての情報提供
食生活改善推進員を対象に出前講座を実施（受診率向上の
ために何ができるか検討）

○受診率向上に向けた取
組

事業所
従業員

働く世代に対する受診しやすい環境づくり ○

「働き盛りの健康づくり支援事業」を通じた協会けんぽ加入
事業所従業員の受診促進
関係医療機関の協力を得て、乳がん月間の10月の休日に
乳がん検診を実施（かがわマンモグラフィサンデー）
労働基準監督署主催の研修会での受診勧奨

市町
受診しやすい環境づくりや受診勧奨などがん検診受診率向上のための支
援

○

県広報誌やHPを利用した受診勧奨
がん検診受診啓発TVCMの作成、放映
啓発のための講習会の実施
がん教育への取組み
大学祭、健康まつり、出前講座での啓発
市町モデル事業の実施

休日検診、夜間検診や託児所の設置など働く世代が受診しやすいがん検
診受診環境づくり

○ １６/１７
休日、夜間検診の実施、託児付き検診の実施
複合検診、同時検診の実施
個別委託医療機関の拡大

個別受診勧奨の実施 ○ １６/１７

郵便、電話による勧奨
広報、健康相談時の勧奨
地区研修会での勧奨
がん種、対象年齢をしぼった重点実施
希望調査の実施（個別調査、全世帯に申込希望調査）

PTA総会や乳幼児検診等におけるターゲットを絞った受診勧奨の実施 ○ １６/１７
乳幼児健診、乳児相談での啓発用チラシの配布
乳幼児検診時の子宮頸がん検診の受診勧奨、希望調査
母子健診の保護者への健診チラシ等の配布

取り組むべき施策
実施主

体
対象 具体的な取組

取組み
の有無

実施率
取組みの
主な内容

県
（保健所）

住民

市町 住民
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○受診率向上に向けた取
組

イベント等における受診勧奨の実施 ○ １２/１７
地区文化祭、祭り、イベント等の機会での受診勧奨（健康
フェスタ、ひなまつりイベント、ふるさと商工祭、病院イベント
等）

地域組織等を活用した受診勧奨の実施 ○ １２/１７

地区保健委員会、食生活改善推進協議会、福祉保健推進
員、地域コミュニティセンター、自治会総会、地区保健委員
会、母子愛育会、まちづくり推進隊と協働した受診勧奨
健康づくり推進員等への周知による声掛け
健康ポイント制の実施を通じた住民の声掛け

拠点病院
等

来院者 ポスター掲示などがん検診の必要性について啓発 ○ ５/５

HP、ポスター、リーフレットを活用した啓発
ピンクリボンかがわ県協議会と連携した普及啓発、県のマン
モグラフィサンデーへの協力
啓発関連冊子の配布
大腸内視鏡検査等についてのミニ講演
TVニュース番組での乳がん検診の重要性などの広報

香川県診
療放射線
技師会

住民 市民公開講座や医療放射線展などによるがん検診などの啓発を実施 ○

市民公開講座や医療放射線展などによるがん検診などの
啓発を実施
スポーツレクレーション（がん検診啓発）に協賛
リレーフォーライフ・ジャパン（がん患者支援活動）に協賛

事業所 従業員 がん検診受診への機会の確保 － 未把握

作成した啓発ポスター等を各社店舗等で掲示やがん検診受診啓発用「缶
バッジ」の装着による普及啓発

○ 参画全企業にて実施。

店舗駐車場を提供した「がん検診」の実施 ○ 来店型店舗をもつ特定企業にて継続実施。

事務所内に「ピンクリボンショップ」を設置 －

企業 受診率向上に向けた取組に賛同する企業数の増加 ○ 参画企業は1社増となった。

市町

がん検診
受診率向
上プロジェ
クト推進企
業グルー

プ

住民

住民
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○受診率向上に向けた取
組

ピンクリボ
ンかがわ
県協議会

住民 乳がん月間キャンペーンの実施　（１１P) ○

①ピンクリボンライトアップ＆プロジェクションマッピングの実
施による乳がんの啓発(ライトアップ期間平成28年10月3日
～31日、プロジェクションマッピングは5日まで実施した。　場
所：丸亀町壱番街ドーム）
②ピンクリボンいくしまウオーク＆フェスを実施しピンクリボン
運動をアピールした（10月23日（日）9：00～14：00）
ファミリーコース／香川県総合運動公園→下笠井配送セン
ター折り返し
ロングコース／香川県総合運動公園→イオンモール高松東
側折り返し
③１１月３日の四国新聞紙面にピンクリボン特集の掲載（2面
分）

がん患者
団体

住民 母の日にがんの早期発見の大切さを訴える啓発活動を実施 ○

【がん患者会ネットワーク香川】
5月8日（日）12時から、あけぼの香川に協力してがんの早期
発見を訴えてティッシュ配布（配布数:500個）。13:30からは、
がん患者会ネットワーク香川設立1周年記念講演会を開催。
【香川がん患者会さぬきの絆】
定例会・交流会を通して早期発見の必要性・検診内容につ
いて説明、推奨されている検診を受けるようデータをもとに
説明、広報誌にも掲載
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市町 科学的根拠に基づくがん検診の実施に向けた助言 ○
「香川県がん検診の精度管理のための技術的指針」を国の
取扱い指針等に基づき、がん部会に協議のうえ、適宜追加
修正した。

－
がん対策推進協議会の専門部会でがん検診の実施方法や精度管理の向
上に向けた検討

○ 精度管理調査を実施し、がん部会（５部会）で審議した。

市町
がん対策推進協議会の専門部会での検討を踏まえたがん検診の実施方
法等についての指導・助言（H26年度～）

○ 精度管理調査の結果に基づき指導・助言を実施

医療従事者がん検診従事者講習会の実施 ○ 肺がん検診従事者講習会（H29年1月）

住民 精密検査協力医療機関名簿の作成・周知 ○
H28年度名簿を更新し、協力医療機関、市町、関係機関へ
送付

精密検査未受診者への受診勧奨 ○ １７/１７

個別アンケートの実施
郵便、電話、訪問による個別勧奨（郵便の後電話・訪問、電
話で勧奨の後結果確認 等）
検診受診医療機関を通じた受診勧奨

精密検査協力医療機関の周知 ○ １７/１７
検診受診時において説明
特定がん種については、一覧表を対象者へ送付
案内時に一覧を送付 　等

－ がん検診の事業評価の実施 ○ １７/１７
チェックリストやアンケート調査による事業評価の実施、委員
会等へ付議し情報共有やあり方検討

拠点病院
等

医療従事者がん検診従事者講習会への協力及び参加 ○ ４/５ 医師等への積極的な参加の呼びかけ

香川県医
師会

医療従事者臨床検査精度管理調査報告書の監修 －

香川県歯
科医師会

住民 歯と口の健康週間における口腔がん検診の実施 ○
歯と口の健康週間行事一部会場において希望者を対象に
口腔がん検診を行った

県
（保健所）

○精度管理・事業評価及
び科学的根拠に基づくが
ん検診の実施

市町
住民
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－
放射線療法、化学療法、手術療法において、多職種でのチーム医療の設
置に向けた支援

○
がん診療連携拠点病院機能強化事業による拠点病院への
補助

－
麻酔科医や歯科医師などとの連携体制の構築による質の高い周術期管理
体制の整備に向けた支援

○
がん診療連携拠点病院機能強化事業による拠点病院への
補助

－
放射線療法、化学療法、手術療法において、多職種でのチーム医療体制
の整備

○ ５/５

手術、放射線療法、化学療法において、多職種でのチーム
医療の体制整備
キャンサーボードやカンファレンスを通じた連携体制の構築
セミナーの実施、チームでの研修会参加

－ 麻酔科医や歯科医師などと連携体制の構築 ○ ５/５

カンファレンスを通じての連携
院内における医科歯科の連携
院内コンサルティングによるスムーズな治療実施
チームへの麻酔科医、歯科医師の参加
地域の歯科医師とのがん診療に関わる医科歯科医療連携

－
放射線療法、化学療法、手術療法において、多職種でのチーム医療体制
の整備

○

・歯科医師・歯科衛生士に対するがん患者歯科医療連携講
習会の開催
（7/7受講者24名、7/14受講者20名、7/28受講者17名）
・県内中核病院への医療連携に関するアンケート調査実施
・県内歯科医療機関への医療連携に関するアンケート調査
実施

－ 麻酔科医や歯科医師などと連携体制の構築 ○

県内中核病院とのがん患者診療に関わる医科歯科医療連
携の推進
　登録歯科医療機関
　連携１「手術前患者を対象とした歯科治療と口腔ケア」：
204院所
　連携２「がん薬物治療法と放射線治療を受けている患者を
対象とした歯科治療と口腔ケア」：174院所
　連携３「終末期・在宅がん患者を対象とした歯科治療と口
腔ケア」：140院所

放射線療法、化学療法、手術療法の各種医療チーム体制の整備

○放射線療法、化学療
法、手術療法の各医療
チーム体制整備

県（保健
所）

拠点病院
等

香川県歯
科医師会

取組み
の有無

実施率

　■ ３）－① がんの医療の水準の向上（放射線療法、化学療法、手術療法のさらなる充実とチーム医療の体制整備）
　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 （医療従事者の育成）に向けた具体的な取組)

取組みの
主な内容取り組むべき施策

実施主
体

対象 具体的な取組
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住民 インフォームドコンセントの普及啓発 － .

－ 拠点病院に対するがんに関する図書の整備への支援 ○
がん診療連携拠点病院機能強化事業による拠点病院への
補助

市町 住民 インフォームドコンセントの普及啓発及び相談支援 ○ ４/１７
個別対応
健康相談時に随時実施
がん検診時等に資料配布

拠点病院
等

患者 患者やその家族に対して十分なインフォームドコンセントの実施 ○ ５/５

全病院実施
ガイドラインの公開
患者症状説明書（手術）の提供、電子カルテ保存
患者、家族からの追加説明への適切な対応

拠点病院
等

来院者 がんに関する冊子の配布やがんに関する図書の整備 ○ ５/５
がんに関する図書整備、患者図書室
DVDの整備,インターネットによる検索可能な体制
患者への貸し出し

がん患者
団体

住民 がん関連の図書やＤＶＤの貸し出し ○

【がん患者会ネットワーク香川】
講演会等、イベントの開催時に冊子等を配布した①高松赤
十字病院作成「乳がんを知ろう」②香川県作成「患者必携地
域の療養情報」など

県（保健
所）

住民 セカンドオピニオンの普及啓発 －

市町 住民 セカンドオピニオンの普及啓発及び相談支援 ○ ４/１７
個別対応で情報提供
健康相談時に随時実施

セカンドオピニオン活用促進のための普及啓発の実施 ○ ５/５

セカンドオピニオンのための予約枠を別途設けている。
活用促進啓発のためのHP、広報誌、患者向け講演会等で
の紹介
セカンドオピニオン外来の掲示

セカンドオピニオンができる医療機関の一覧を作成し、医療機関や患者へ
配布による周知

○ ５/５
リーフレット作成配布、HPへの掲載
県内の他施設のセカンドオピニオン受診ができるよう医療機
関情報の提供

○患者が治療内容を確認
できる環境整備

県（保健
所）

○患者が治療内容を確認
できる環境整備

○患者自らが治療法を選
択できる体制整備

拠点病院
等

患者
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拠点病院
等

医療従事者中国・四国高度がんプロ養成基盤プログラムによる人材育成 ○ ５/５

中国・四国高度がんプロ養成基盤プログラムによる人材育
成
日本臨床腫瘍学会や各種学会での研修施設への派遣
中四国地域の医療従事者向け緩和ケアセミナーの開催
拡大キャンサーボードでの教育
内部講師による教育講演等

香川県薬
剤師会

薬剤師 がん専門薬剤師の養成 ○

　薬剤師の専門性を活かし、がん薬物療法等に高度な知
識・技術と臨床経験を備える薬剤師を養成し、国民の保健・
医療・福祉に貢献。日本医療薬学会が実施するがん専門薬
剤師認定審査並びにがん専門薬剤師認定試験に合格。

県（保健
所）

－ 医療機関の専門医の配置の有無など分かりやすい提示の検討 －

拠点病院
等

住民
ホームページへの掲載など医療機関の専門医の配置の有無などを分かり
やすい提示

○ ５/５ HPへ掲載

県（保健
所）

－
拠点病院に対して、がん医療に関わる様々な研修や教育プログラムへの
参加しやすい環境整備への支援

○
がん診療連携拠点病院機能強化事業による拠点病院への
補助

拠点病院
等

－
がん医療に関わる様々な研修や教育プログラムへの参加しやすい環境整
備

○ ５/５
各医療機関への案内、病院広報誌、医師会週報への掲載
職員への周知の徹底
出張旅費の手当

香川県薬
剤師会

薬剤師 がん専門薬剤師養成セミナーへの参加促進 ○

　がん専門薬剤師集中教育講座（2日間・必須）、日本医療
薬学会がん専門薬剤師申請のための症例サマリ書き方講
座（非必須）、日本医療薬学会アドバンスト研修（非必須）、
日本医療薬学会日本がん薬剤学会共催がん専門薬剤師申
請になるための50症例書き方マナー（非必須）、日本医療薬
学会年会（必須）  への参加

がん医療に携わる専門的な医療従事者の育成

○専門医の配置など分か
りやすい提示

○研修等へ参加しやすい
環境の整備
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県（保健
所）

－ 拠点病院における緩和ケアの提供体制の整備への支援 ○
がん診療連携拠点病院機能強化事業による拠点病院への
補助

拠点病院
等

医療従事者
地域の医療機関との緩和ケアに関する症例検討会を通じて緩和ケアチー
ムの設置促進など緩和ケアの提供体制の整備

○ ５/５

緩和ケアチーム設置、緩和ケアラウンド（週1）の実施
緩和ケア委員会の設置・開催
緩和ケアセミナーの開催
香川緩和ケア研究会の持ち回り開催
地域の医療機関を対象に在宅緩和ケア研修会実施
症例検討会の開催

香川県歯
科医師会

医療機関 緩和ケアチームの設置促進など緩和ケアの提供体制の整備 ○

県内中核病院とのがん患者診療に関わる医科歯科医療連
携の推進
　登録歯科医療機関
　連携３「終末期・在宅がん患者を対象とした歯科治療と口
腔ケア」：140院所

拠点病院
等

－
香川県がん診療連携協議会において、在宅緩和ケア連携体制の構築に向
けた検討、普及

○ ５/５
在宅緩和ケア地域連携パス及び在宅緩和ケア支援マップを
活用した在宅緩和ケア地域連携体制の構築
地域連携クリティカルパスの連携医療機関数の拡大と活用

香川県薬
剤師会

薬局 薬局による在宅医療サービスの提供体制の構築及び病院等との連携 ○ 在宅可能薬局リストのホームページ掲載、更新

香川県歯
科医師会

医療機関 在宅緩和ケア連携体制の構築 ○
・三豊総合病院をコアとした三豊観音寺地区における歯科
医院との在宅医療ネットワークシステム（シェアポイントワー
クシステム）の構築

　■ ３）－② がんの医療の水準の向上（がんと診断されたときからの緩和ケアの推進）
　　                                                   （地域の医療・介護サービス提供体制の構築(地域連携））

取り組むべき施策
実施主

体
対象 具体的な取組

取組み
の有無

実施率
取組みの
主な内容

がんと診断された時からの緩和ケアの推進

○緩和ケアに関する相談
や支援体制の整備

○切れ目のない在宅医療
の提供体制の整備
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県（保健
所）

－ 拠点病院による緩和ケア研修会の開催支援や周知 ○

がん診療連携拠点病院機能強化事業による拠点病院への
補助
国との連絡調整
開催状況のHPへの掲載

拠点病院
等

医療従事者拠点病院による緩和ケア研修会の開催 ○ ５/５

香川県薬
剤師会

薬局を含
む医療機

関
病院等との在宅医療における研修会の参加推進 ○

がんチーム医療ミーティング（2月）
がん化学療法ステップアップセミナー（5、7、9、11、1、2月）

県（保健
所）

住民 緩和ケアの普及啓発 ○
がん診療連携拠点病院機能強化事業による拠点病院への
補助

拠点病院
等

住民・医療
従事者

緩和ケアに関する講演会の開催やリーフレットによる周知 ○ ５/５

院内ポスターの掲示
医療従事者に対する緩和ケアセミナー、緩和ケア講習会の
開催
リーフレットを作成し、連携医療機関や患者（家族を含む）に
送付
「たんぽぽ会」（三豊総合病院）を定期開催し、相談支援セン
ター前などで冊子を配布

○緩和ケア研修の実施体
制の構築

○緩和ケアの普及啓発
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県（保健
所）

－ 拠点病院において実施する緩和ケアに関する研修会への支援 ○
がん診療連携拠点病院機能強化事業による拠点病院への
補助

拠点病院
等

医療従事者拠点病院等において緩和ケアに関する研修会の実施 ○ ５/５ 緩和ケア研修会、緩和ケアセミナーの開催

香川県薬
剤師会

薬局を含
む医療機
関

多職種との薬の適正使用等の研修会の開催 ○

多職種による地域包括ケアにおける安全な服薬管理の推進
事業研修会
（12月、基幹病院の地域連携室の看護師、病院薬剤師、訪
問看護ステーション看護師、地域包括支援センターのケアマ
ネジャー、開局薬剤師）

香川県歯
科医師会

医療従事者がん患者歯科医療連携講習の実施 ○
歯科医師・歯科衛生士に対するがん患者歯科医療連携講
習会の開催
（7/7受講者24名、7/14受講者20名、7/28受講者17名）

香川県看
護協会

看護師 がんに関する研修会の開催 ○

3回コースでがん看護をテーマに開催した
①各種疾患における化学療法の理解と看護師の役割
②易しく学べる放射線療法看護と緩和ケア
③がん終末期看護のスピリチュアルケアの実際と家族ケア
開催回数：3回、参加者：179名

－
香川県がん診療連携協議会において在宅医療・介護サービスの提供体制
の構築に向けた検討

○ ５/５
在宅緩和ケア地域連携パスや在宅緩和ケア支援マップを活
用した在宅緩和ケア地域連携体制の構築

医療機関 地域連携クリティカルパスの推進 ○ ５/５

香川県薬
剤師会

薬局を含
む医療機
関

病院等と薬局が連携した在宅医療・介護サービスの提供体制構築に向け
た検討

○
多職種連携研修会を通じて病院薬剤師と薬局薬剤師の連
携の大切さを啓発
地域基幹病院より退院患者の紹介があった

地域の医療・介護サービス提供体制の構築

○医療従事者に対する研
修の実施

○地域の医療と介護の連
携による医療・介護サー
ビスの提供体制の構築

拠点病院
等
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　■ ４） がんに関する相談支援と情報提供の体制整備

住民 相談支援センターに関する情報提供 ○
相談支援センターの情報についてHPに掲示するなど、情報
提供

相談支援センターの人材育成への支援 ○
がん診療連携拠点病院機能強化事業による拠点病院への
補助
相談支援員の研修への経費負担制度

相談支援センター間の情報共有や協力体制の検討 ○ 相談員指導者研修受講者による研修会への参画

拠点病院等への専門家の派遣 ○ ３回の専門家派遣を実施

市町 住民 相談支援センターに関する情報提供 ○ １０/１７

がん検診手帳に記載
窓口でのパンフレット設置
クーポン券への記載
健康相談時に随意実施

住民・医療
従事者

ホームページやリーフレットによる院内・院外への周知・広報活動の充実 ○ ５/５
広報誌、院内誌、HP、リーフレットによる周知
がん患者サロン等での冊子等での周知
院内陳列（相談支援センター前、患者図書室前等）

相談員 研修会への参加等による相談支援センターの人材育成 ○ ５/５
国立がん研究センター主催のがん相談支援センター相談員
研修への参加

医療従事者相談支援センター間の情報共有や協力体制の構築 ○ ５/５
香川県がん診療連携協議会相談支援部会がん相談員実務
者連絡会の定期開催

患者・その
家族

派遣された専門家を活用した相談機能の強化 ○ ３/５
化学療法に伴う脱毛や美容に関する相談の実施
ハローワークの就職支援ナビゲーターによる出張無料相談
窓口を開設　等

取組みの
主な内容

実施率取り組むべき施策
実施主

体
対象 具体的な取組

取組み
の有無

県
（保健所）

○相談支援センターの周
知活動と協力体制の構築

－

拠点病院
等
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住民 がん患者団体の情報提供 ○
HPへの情報の掲示
「地域の診療情報」の配布

がん患者
団体

がん患者団体が行う相談事業に対する支援 ○ がん患者等に対する相談業務の委託

市町 住民 がん患者団体に関する情報提供 ○ ５/１７
健康相談時に随時実施
関係資料を庁内設置・配布

拠点病院
等

がん患者
団体

講師派遣などがん患者団体が行う相談事業に対する協力 ○ ４/５
患者団体が行う相談事業への協力
患者会への医師及び看護師の派遣（講演、フリートーク）
がんサロンの開催

がん患者
団体

患者・その
家族

がんに関する講演会や相談会、電話による相談の実施 ○

電話による相談、ピアカウンセリング、おしゃべりサロン・交
流会、講演会・サミット開催、イベントでの相談ブース設置等
を実施
【高松赤十字病院　笑美の会】
年3回開催しているおしゃべり会で互いに経験談を話し合ったり、
年１回開催している交流会で医療者による講演会などを実施
高松赤十字病院が毎月開催しているがんサロンに参加
【たけのこ会】
先生によるがんに関する講話、毎月1回のおしゃべりサロン
【香川喉友会】
手術前後の相談支援
【がん患者会ネットワーク香川】
5月8日「がん患者会ネットワーク香川設立1周年記念講演」を開
催。記念講演１「小児がんと向き合って」講師：岩井艶子医師（四国こども
とおとなの医療センター）記念講演２「変わったこと、変わらないこと　がん
医療の40年」講師：吉澤潔（久米川病院）体験談「ずっとがんと知らずに生
きてきた」齋藤千草（リレー・フォー・ライフジャパンかがわ高松実行委員
長）

7月17日（日） 香川県予防医学協会会議室にて学習会を開催。講
演内容「がんの親を持つ子のこころ」講師：上野美幸先生（香川大学医学
部地域連携精神医学講座　臨床心理士）

10月29日（土）～30日（日）リレー・フォー・ライフ・ジャパンかがわ
高松に参加し相談会等のブースを設置。
1月22日（日）　かがわがんサミットへの共催。パネルディスカッショ
ンや分科会においてがん患者の意見を発表し、がんに関する理
解を深めた。

県（保健
所）

○がん経験者等によるが
ん患者への相談支援
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　■ ５） がん登録の推進

住民 がん登録の意義や内容についての周知 ○ HP等を利用しての啓発

○がん登録の精度の向
上

医療機関 医療機関に対して地域がん登録事業への協力依頼 － 全国がん登録開始に伴い、診療所への協力依頼を実施

拠点病院
等

－ 地域がん登録事業への協力 ○ ５/５ 2015年症例の届出、2013年症例遡り調査

－ 地域がん登録情報の公表や分析等の検討 ○ がん登録部会での付議、検討

○地域がん登録情報の
活用

住民 地域がん登録情報の分析・情報提供（H２７～） ○ HPにおいて公表

拠点病院
等

－ がん診療連携協議会の院内がん登録部会でのがん登録情報分析等 ○ ５/５ 部会において、分析を実施

取組みの
主な内容取り組むべき施策

実施主
体

取組み
の有無

実施率対象 具体的な取組

県（保健
所）

県（保健
所）
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　■ ６） がん教育の推進

学校 教材の作成 - （作成し、活用している）

学校 学校が行うがん教育の授業を支援 ○
ゲストティーチャー派遣事業として、県内公立中学校の希望
校に対してゲストティーチャーを派遣。

学校 児童・生徒 小学校・中学校・高等学校でがん教育のモデル授業を実施 ○

文部科学省委託事業「学校保健総合支援事業」の中の　「学
校における現代的な健康課題解決支援事業」において、教
職員対象の「がん教育研修会」を実施。
　・講演　「がん教育　今後の方向性と実践的な進め方」
聖心女子大学文学部教育学科　　教授　植田　誠治　先生
　・ＤＶＤ視聴「Ｄｒ．中川の　よくわかる！　がんの授業」

○教材や指導内容等の
検討

県（保健
所）

－ 実施結果を踏まえた教育用教材や指導内容等の検討 ○
がん教育推進委員会等への「香川県がん教育の手引き」に
基づく授業の実施報告と内容の検討の実施

県（保健
所）

住民 がんやがん患者を理解するための講演会等の開催 ○ 「かがわがんサミット」の開催（Ｈ29年1月）

○がんを正しく理解するた
めの普及啓発 市町 住民 がんを正しく理解するための講演会などの開催 ○ ５/１７

研修、講演会の実施
健康大学で健康教育

香川県総
合健診協

会
児童・生徒 日本対がん協会と連携したがんに関するチラシ作製・配布 ○

がん検診に関する冊子およびポスターを関係機関に送付
し、また、各イベントの際にも、住民の方を対象に配布した。

取り組むべき施策
実施主

体
対象

取組みの
主な内容

○適切ながん教育教材の
作成と教育の実施

具体的な取組
取組み
の有無

実施率

県（保健
所）
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　■ ７） 小児がん対策

県（保健
所）

－ 小児がんを扱う病院と拠点病院との連携協力体制への支援 －

○適切な医療提供や相談
支援の体制整備

拠点病院
等

－ 小児がん拠点病院との連携協力体制の構築 ○ ５/５
小児がん拠点病院の広島大学とのネットワーク会議への参
画
四国こどもとおとなの医療センターへの患者の紹介

がん患者
団体

小児がん
患者・その

家族
院内相談会の実施 －

－ 拠点病院等への専門家の派遣 ○
専門家派遣事業を実施（Ｈ28実績：音楽療法士、理容師、美
容師の派遣）

小児慢性特定疾患申請時や訪問による個別相談を実施 ○
希望に応じた個別相談
医療意見書で「要訪問」となった者に対する家庭訪問・面接
相談を実施

小児がん患者や家族に対する治療と就学との連携支援体制の検討 ○
中四国小児がん拠点病院である広島大学とのネットワーク
会議への参画

住民 小児がんを理解するための普及啓発 － .

市町
小児がん
患者・その

家族
各種情報提供 ○ ４/１７

相談時等に随時実施
パンフレット設置、配布

小児がん患者への診療できる医療機関についての情報提供 ○ ５/５
小児がん拠点病院との連携協力体制の構築
四国こどもとおとなの医療センターとの協力

小児がん患者に安心感を与えるための支援 ○ ５/５

他の拠点病院、四国こどもとおとなの医療センターとの連携
家族、患者への十分な説明
家族会等の紹介
十分なインフォームドコンセントの実施
患者図書館への小児がん関係書籍の整備
緊急搬送の支援と制度説明

がん患者
団体

小児がん
患者・その

家族
子供達同志や患者とその家族が医療従事者も含めた交流会を実施 － .

県（保健
所）

小児がん
患者・その

家族

取り組むべき施策
実施主

体

小児がん
患者・その

家族

対象

○小児がん患者や家族に
対する支援

拠点病院
等

具体的な取組 実施率
取組みの
主な内容

取組み
の有無
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　■ ８） がん患者に対する支援

事業所 事業主に対してがんについての理解を求める ○
がん検診受診率向上プロジェクト推進企業グループと協働し
たがん対策県民運動推進事業の実施（Ｈ２８プロジェクト参
加企業数：１３）

－ 拠点病院等への専門家の派遣による就労を含めた相談への支援 ○
専門家派遣事業を実施（Ｈ28年度は社労士派遣の申請実績
なし）

市町 事業所 事業主への理解を求める啓発の実施 ○ １/１７

働きながら治療を受けられる環境づくりへの協力 ○ ５/５

通院治療センターによる治療
多職種によるサポート体制の充実
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
ラインの周知・啓発（香川産業保健総合支援センターと連
携）

専門家された専門家を活用した就労を含めた相談の実施 ○ ２/５
（専門家派遣事業ではないが、就労相談として）
ハローワークの就職支援ナビゲーターによる出張相談窓口
の定期開設

住民 インフォームドコンセントの普及啓発 － .

○患者が治療内容を確認
できる環境整備（再掲）

－ 拠点病院に対するがんに関する図書の整備への支援 ○
がん診療連携拠点病院機能強化事業による拠点病院への
補助

市町 住民 インフォームドコンセントの普及啓発及び相談支援 ○ ４/１７
個別対応
健康相談時に随時実施
がん検診時等に資料配布

県（保健
所）

取り組むべき施策
実施主

体
対象者

取組み
の有無

実施率
取組みの
主な内容

県（保健
所）

○働きながら治療や療養
ができる環境の整備

拠点病院
等

患者

具体的な取組
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患者 患者やその家族に対して十分なインフォームドコンセントの実施 ○ ５/５

全病院実施
ガイドラインの公開
患者症状説明書（手術）の提供、電子カルテ保存
患者、家族からの追加説明への適切な対応

○患者が治療内容を確認
できる環境整備（再掲）

来院者 がんに関する冊子の配布やがんに関する図書の整備 ○ ５/５
がんに関する図書整備、患者図書室
DVDの整備,インターネットによる検索可能な体制
患者への貸し出し

がん患者
団体

住民 がん関連の図書やＤＶＤの貸し出し ○

【がん患者会ネットワーク香川】
講演会等、イベントの開催時に冊子等を配布した①高松赤
十字病院作成「乳がんを知ろう」②香川県作成「患者必携地
域の療養情報」など

県（保健
所）

住民 セカンドオピニオンの普及啓発 －

市町 住民 セカンドオピニオンの普及啓発及び相談支援 ○ ４/１７
個別対応で情報提供
健康相談時に随時実施

セカンドオピニオン活用促進のための普及啓発の実施 ○ ５/５

セカンドオピニオンのための予約枠を別途設けている。
活用促進啓発のためのHP、広報誌、患者向け講演会等で
の紹介
セカンドオピニオン外来の掲示

セカンドオピニオンができる医療機関の一覧を作成し、医療機関や患者へ
配布による周知

○ ５/５
リーフレット作成配布、HPへの掲載
県内の他施設のセカンドオピニオン受診ができるよう医療機
関情報の提供

拠点病院
等

○患者自らが治療法を選
択できる体制整備（再掲）

拠点病院
等

患者
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住民 がん患者団体の情報提供 ○
HPへの情報の掲示
「地域の診療情報」の配布

がん患者
団体

がん患者団体が行う相談事業に対する支援 ○ がん患者等に対する相談業務の委託

市町 住民 がん患者団体に関する情報提供 ○ ５/１７
健康相談時に随時実施
関係資料を庁内設置・配布

拠点病院
等

がん患者
団体

講師派遣などがん患者団体が行う相談事業に対する協力 ○ ４/５
患者団体が行う相談事業への協力
患者会への医師及び看護師の派遣（講演、フリートーク）
がんサロンの開催

がん患者
団体

患者・その
家族

がんに関する講演会や相談会、電話による相談の実施 ○
電話による相談、ピアカウンセリング、おしゃべりサロン・交
流会、講演会・サミット開催、イベントでの相談ブース設置等
を実施

拠点病院
等

拠点病院等への専門家の派遣 ○
専門家派遣事業を実施（Ｈ28実績：音楽療法士、理容師、美
容師の派遣）

小児慢性特定疾患申請時や訪問による個別相談を実施 ○
希望に応じた個別相談
医療意見書で「要訪問」となった者に対する家庭訪問・面接
相談を実施

小児がん患者や家族に対する治療と就学との連携支援体制の検討 ○
中四国小児がん拠点病院である広島大学とのネットワーク
会議への参画

住民 小児がんを理解するための普及啓発 － .

市町
小児がん
患者・その

家族
各種情報提供 ○ ４/１７

相談時等に随時実施
パンフレット設置、配布

県（保健
所）

○がん経験者等によるが
ん患者への相談支援（再
掲）

県（保健
所）

○小児がん患者や家族に
対する支援（再掲）

小児がん
患者・その

家族
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小児がん患者への診療できる医療機関についての情報提供 ○ ５/５
小児がん拠点病院との連携協力体制の構築
四国こどもとおとなの医療センターとの協力

小児がん患者に安心感を与えるための支援 ○ ５/５

他の拠点病院、四国こどもとおとなの医療センターとの連携
家族、患者への十分な説明
家族会等の紹介
十分なインフォームドコンセントの実施
患者図書館への小児がん関係書籍の整備
緊急搬送の支援と制度説明

がん患者
団体

小児がん
患者・その

家族
子供達同志や患者とその家族が医療従事者も含めた交流会を実施 － .

拠点病院
等

小児がん
患者・その

家族

○小児がん患者や家族に
対する支援（再掲）
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