
 

大阪府がん対策推進委員会 各部会の開催状況について（平成 25年度下半期） 

 

＜開催状況＞ 

        がん検診・診療部会        ・・・２／６ 

         （胃がんワーキング）      

          （子宮がんワーキング）     

          （肺がんワーキング）      

          （乳がんワーキング）      

          （大腸がんワーキング）     

        患者支援検討部会         ・・・２／１４ 

        がん登録等部会          ・・・２／２５ 

        緩和ケア推進部会         ・・・２／１０ 

        肝炎肝がん対策部会        ・・・２／１４ 

          （肝炎標準治療評価検討会）   

        小児がん部会           ・・・２／１３ 

        がん診療拠点病院部会       ・・・１２／２、1／21～24持ち回り、 

２／１８、３／１４ 

         粒子線がん治療検討ワーキング  ・・・２／２４ 

 

＜部会等における主な審議内容＞ 

（第二期大阪府がん対策推進計画取組内容の検証・評価については、共通審議内容において記載） 

 

○がん検診・診療部会 ２／６ 

議題 検討内容の概要 

（１）平成 25 年度のがん検診・診療部

会における取組みについて           

①重点受診勧奨対象者の市町村の取

組み状況について 

 

②事業評価の公表について 

・市町村用の公表 

・車検診機関の状況把握 

 

③がん検診の精度管理について 

 

 

④胃がん・大腸がん検診における医

療機関アンケートについて 

 

 

⑤乳がん検診における乳房エックス

線の検査方法について 

 

 

○胃がんの重点対象年齢の変更（上限を 74歳まで⇒69歳に）

について、事務局より説明。 

市町村への通達後の状況確認報告。 

○事業評価の公表について、事務局より説明。 

 ・ＡＢＣＤ評価し、ＨＰで公表済。（平成２５年度は作業中。） 

・車検診については、車検診機関にフィードバックする。 

 

○がん検診の精度管理については、事務局より、許容値より下

回る市町村には通知文を発出する。 

 

○胃がん・大腸がん検診について、事務局精度管理Ｃより説明。

市町村へは医療圏別に実施医療機関一覧表を配布予定。 

 部会長より、胃がんＷＧ、大腸がんＷＧ委員からの意見報告。 

 

○事務局より、通知後の状況確認報告。 

（２）大阪府内マンモグラフィ設置医療

機関調査について 

○事務局精度管理Ｃより、調査についての説明及び承認。 

部会長から施設内設置機関と、車検診用に分けて来年度に現

況調査を実施する旨報告、承認。 

（３）子宮がん検診精密検査結果報告書

について 

〇事務局精度管理Ｃより、これまでの経過報告について説明。 

 部会長から、部会終了後、市町村へ発出する旨報告、承認。 
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○患者支援検討部会 ２／１４ 

議題 検討内容の概要 

（１）患者支援に係るアンケート調査の

実施について 

○事務局（府立成人病Ｃがん予防情報Ｃ）より、がん診療病院

現況報告書を活用した調査結果について、説明。 

○事務局より、がん患者支援に関するアンケート調査案を提示。 

〇各委員より、患者視点からの項目の追加など修正案の提示。 

○部会長より、調査の修正案を確定させた上で実施する旨了承。 

⇒委員の了承を得たうえで、３月１７日に各がん診療拠点病院

相談支援センターあて送付済。 

○がん登録等部会 ２／２５ 

議題 検討内容の概要 

（１）がん登録事業における法制化の動

きについて 

○事務局及び部会長より「がん登録等の推進に関する法律の概

要」、「全国がん登録データベース」について説明。 

 生死判定において、死亡情報しか扱わないため、生存率が過

剰に計算されるなどの新がん登録システムにかかる懸念事項

について説明。 

（２）大阪府がん診療連携協議会がん登

録部会の活動について 

○大阪府がん診療連携協議会がん登録部会の活動について、部

会長より説明。 

○緩和ケア推進部会 ２／１０ 

議題 検討内容の概要 

（１）拠点病院現況報告の取りまとめに

ついて 

○事務局より、拠点病院現況報告緩和ケア抜粋分について、報

告。 

（２）新指針によるがん診療連携拠点病

院における緩和ケアの要件について 

○委員より、新指針によるがん診療連携拠点病院における緩和

ケアの要件についての説明。 

（３）その他  ○部会長より、府指定拠点病院の要件見直しに際して、緩和ケ

アに関する事項について、緩和ケアに関する事項について、

緩和ケア推進部会からがん診療拠点病院部会に対して提言の

承認、了承。 

⇒２／１８第３回がん診療拠点病院部会において承認。 

○肝炎肝がん対策部会 ２／１４ 

議題 検討内容の概要 

（１）肝炎フォローアップ事業について ○事務局より、試行的に実施した受診勧奨の状況について説明。 

 部会長より、事業を引き続き進めていくよう要請、了承。 

（２）肝炎専門医療機関の調査結果の報

告について 

〇事務局より、平成 26年 1月に実施した肝炎専門医療機関の

調査結果について説明。 

○委員より、診療実績の算定方法について整理をするべきとの

意見があり、事務局で検討した上で部会に報告することとし、

公開については、一部とすることで了承。 

（３）肝炎専門医療機関等の更新要件に

ついて 

○事務局より、肝疾患診療連携拠点病院が実施している既存の

講習会への参加の義務付けについて、説明。 

○委員より、費用負担等の提起があり、次回部会までに各委員

の意見を踏まえ、審議することを確認。 

（４）肝炎専門医療機関の指定について ○新たに専門医療機関として２機関が新規申し出。了承。 

○小児がん部会 ２／１３ 

議題 検討内容の概要 

（１）これまでの小児がん対策の取組み

について 

○事務局から、第二期大阪府がん対策推進計画（小児がん対策）

と実施体制について、説明、了承。 

 事務局（がん予防情報Ｃ）から、小児（15 歳未満）及びＡ

ＹＡ世代（15 歳～２９歳）のがん種毎の実態把握と今後の

方向性について、情報把握と相談支援の充実について、説明、

了承。今後、がん診療連携協議会小児・ＡＹＡ部会（小児が

ん連携ＷＧで具体的方策等について検討 

（２）その他 

 

○委員から、病弱児教育について、教育委員会に対して要望。 

 教育委員会から要望に対する回答、了承。 

 

 



○がん診療拠点病院部会  

議題（第一回部会 Ｈ２５．１２／２） 検討内容の概要 

（１）国拠点病院制度見直しに係るがん

診療拠点病院部会の対応について 

○事務局より、国制度見直しの動きに対する府の対応案につい

て説明。 

（２）国拠点病院の要件適応の方向性に

よる募集対応について 

○事務局より、国検討会で示された、新たながん診療提供体制

（案）について説明。 

○「地域がん診療病院」及び「特定領域がん診療病院」につい

て、平成 25年度については該当しない方向性について確認、

了承。 

○国拠点病院の推薦の方向性について、二次医療圏毎に上限を

設ける（オンコロジーセンター構想に基づく大学病院等を除

き、各二次医療圏最大２病院、ただし大阪市医療圏について

は４病院）ことを了承。 

○平成 25年度の募集対応の方向性について、国が募集する場

合、新規指定については府拠点病院の中から募集を行うこと、

更新対象の拠点病院については例年通り募集を行うことを事

務局より提案、了承。 

（３）府拠点病院の指定要件並びに平成

25 年度指定更新及び新規指定受付

について 

○事務局より、更新期限を迎える府拠点病院については、平成

２５年度は暫定的に現行要件を適用し募集する方向性とする

ことを提案、了承。 

○部会長より、新規指定については、平成２５年度は募集を見

送り、平成２６年度以降新要件に改正した後に募集を行うこ

とを提案、決定。 

（４）粒子線がん治療検討ワーキングの

報告について 

○事務局より、粒子線がん治療検討ワーキンググループの検討

状況等について報告。 

 

議題（第二回部会 1/21～24持回り） 検討内容の概要 

（１）国拠点病院制度見直しについて ○事務局より、国より通知された、新たながん診療提供体制の

概要について説明。 

（２）国拠点病院制度見直しに係る募集

対応について（国拠点病院） 

○国通知により、平成 26年３月に指定更新を予定していた病

院について、平成 27年 3月まで指定期間延長の結果、平成

25年度について指定更新は不要となることを報告。 

（３）国拠点病院制度見直しに係る募集

対応について（府拠点病院） 

○平成 26年３月に指定更新を予定していた病院について、国

経過措置に準じ、平成 27年 3月まで指定期間延長の結果、

平成 25年度について指定更新は不要となることを事務局よ

り提案、承認。 

○平成 28年 3月、29年 3月に指定期間が終了する病院につ

いて、国経過措置に準じ、指定期間を平成 27年 3月限りと

することを提案、承認。 

 

議題（第三回部会 ２／１８） 検討内容の概要 

（１）国拠点病院の新規指定推薦に係る

選定手続きについて 

○がん診療連携拠点病院の大阪府推薦基準（案）について、国

指針に準じ改正することを事務局より提案、承認。 

○大阪府におけるがん診療連携拠点病院の推薦の考え方及び選

定ルールについて、事務局より提案、承認。 

（２）府拠点病院のあり方検討の方向性

について 

○大阪府がん診療拠点病院設置要綱（案）について、前回部会

で決定した経過措置について改正することを提案、承認。 

 

議題（第四回部会 ３／１４） 検討内容の概要 

（１）粒子線がん治療検討ワーキングの

報告について 

○事務局より、粒子線がん治療検討ワーキンググループの検討

状況等について報告。 

（２）国拠点病院の新規指定推薦につい

て 

○事務局より、国拠点病院の新規指定に係る申請及び審査の経

過について報告。 

○選定ルールに基づき、平成 25年度について、大阪市医療圏

から府立急性期・総合医療センターを、堺市医療圏から市立

堺病院を推薦することを決定。 



 

○粒子線がん治療検討ワーキング ２／２４ 

議題 検討内容の概要 

（１）重粒子線がん治療施設の整備運営

について 

 【資料１－２】 

〇昨年 12月に決定した民間事業者（医療法人協和会グループ）

の代表者を新たに委員に加えて開催。民間事業者から重粒子

線がん治療施設の整備運営に関する提案の概要について説明

を受け、意見を交換した。 

（２）人材の確保・育成について 

 

〇民間事業者から重粒子線がん治療施設の整備運営に必要な人

材の確保、育成の考え方やワーキングメンバー各機関に望む

支援などについて説明を受け、意見を交換し、助言等を受け

た。引き続き、事業者の人材確保等に対する支援方策を検討

していく。 

 

○各部会共通審議内容 

項目 内 容 等 

（１）第二期大阪府がん対策推進計画の

検証・評価について 

〇事務局より、各部会において、計画検証のサイクルイメージ

図により、毎年、ステップ１～３を大阪府がん対策推進委員

会に報告し、同委員会の意見を踏まえ、必要により計画を見

直すことについての説明を行った。 

その結果、部会所管部分については、該当部会において承認

された。 

 ⇒本委員会においては、「全体目標」と「がん予防の推進」「が

んの早期発見」「がん医療の充実」の各項目について、全体と

しての評価・検証について、報告し、承認を受けるもの。 

 


