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資料１　用語解説資料１　用語解説

ＡＹＡ世代（あやせだい）
　Adolescent and Young Adultの頭字。直訳すると思春期と若年成人のことで、厚生
労働省科学研究費補助金「総合的な思春期・若年成人（AYA）世代のがん対策のあり
方に関する研究」では、15歳から40歳までとしている。

アピアランス
　「外見」を示す言葉のこと。がんの手術療法・薬物療法・放射線などで、傷あと・
脱毛・皮膚の変色などの外見の変化をもたらし、患者にとってストレスになることが
ある。

医学物理士
　放射線を用いた医療が適切に実施されるよう、医学物理の視点から貢献する医療職
のこと。

遺伝子パネル検査
　がんに関連する複数の遺伝子異常を一括で調べる検査のこと。

医療用麻薬
　オピオイド受容体と呼ばれる部位に作用して痛みを止める薬の総称。

インターフェロン治療
　インターフェロンとは、ウイルスの増殖を抑えるたんぱく質のこと。インターフェ
ロンを注射することで肝炎ウイルスの排除を目指す。効果は個別性があり副作用も多
くみられる。

インターフェロンフリー治療
　ウイルスに直接作用して増殖を抑える「抗ウイルス薬」を用いて、肝炎ウイルスの
排除を目指す。飲み薬のみの治療。

院内がん登録　
 各医療機関で診断・治療を受けた全がん患者を対象とするがん登録。当該施設にお
ける診療支援とがん診療の機能評価を第一の目的とする。

インフォームド・コンセント
　患者が医師や看護師らから病状や治療方針などについて十分な説明を受け、理解、
納得した上で治療に同意すること。「十分な説明に基づく同意」と訳される。

エンド・オブ・ライフ・ケア
　病気や老いによって人生の終焉を迎える時期に提供される医療・看護・介護のこと。
終末期医療に関する概念の一つ。さまざまな疾患を対象に、本人が症状や治療法を理
解し、穏やかな最期を迎えられるよう支援すること。

オストメイト
　がんなどにより消化管や尿管が損なわれたため、腹部などに排泄のための開口部
（ストーマ（人工肛門・人工膀胱））を造設した人のこと。

e-learning（イーラーニング）
　コンピューター・ネットワークを介した学習や教育のこと。

核酸アナログ製剤
　肝炎ウイルスが増殖する過程を阻止することによって、増殖を抑制する薬剤です。
Ｂ型肝炎の治療で用いられている。

緩和ケア
　生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対して、痛みやその
他の身体的問題、 心理社会的問題、スピリチュアルな問題を早期に発見し、的確な
評価と対処（治療・処置）を行うことによって、 苦しみを予防し、和らげることで、
クオリティ・オブ・ライフを改善するアプローチ。（世界保健機関）

鏡視下
　内視鏡をお腹や胸の中にいれ、モニターを見ながら行うこと。

許容値
　がん検診のプロセス指標（精検受診率、要精検率、がん発見率、陽性反応適中度な
ど）が適切であるかを評価するため、厚生労働省が、最低限保つべき水準として設定
したもの。

均てん化
　どこに住んでいても、がんの標準的な専門医療を受けられるよう、医療技術等の格
差の是正を図ること。

グリーフケア
　グリーフ（grief）は、悲嘆・深い悲しみのことで、身近な人との死別などの喪失
体験をした人が、その悲しみから立ち直れるようそばにいて立ち直る過程を支援すること。

現況報告
　厚生労働省が「がん診療連携拠点病院の整備について」に基づき、全国どこでも質
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の高いがん医療を提供することができるよう、全国で指定された「がん診療連携拠点
病院」に対して、毎年１回10月31日現在の診療体制などの現況の報告を求めている
もの。

健康推進員
　健康的な生活の実現を目指し、各種講習会で得た知識と技能を生かし、地域におけ
る食生活改善、健康づくり事業への積極的な参加と実践、地域住民への普及啓発活動
を行っているボランティア。
　各市町が実施する「健康推進員養成講座」を受講し、栄養、運動に関する基礎知識
や市町および県の食育推進、健康づくり施策について学習し、市町長名の修了証を得
ている。

高精度放射線治療
　定位放射線治療、強度変調放射線治療、粒子線治療など、専用の装置、治療技術を
用いることで、標的とする腫瘍の領域に精度高く放射線を集中させて治療する最新の
放射線治療法の総称。

個別勧奨・再勧奨
　住民に郵送、電話、個別訪問等で受診を促すこと。個別勧奨した住民が、がん検診
を受けてない場合、再度個別勧奨することを再勧奨という。

５年相対生存率
　がんと診断された人のうち５年後に生きている人の割合（５年生存率）が、日本人
全体の５年後に生存している人の割合と比べてどれくらい低いかを表したもの。

在宅医療支援薬局
　医師の指示のもと、医療・介護保険制度を利用して、在宅医療中や通院が困難な場
合は訪問し、薬の説明や管理、服薬指導などの療養や治療の支援を行う薬剤師がいる
薬局のこと。

在宅ホスピス薬剤師
　滋賀県薬剤師会の認定制度で、平成20年（2008年）から実施。在宅医療の場にお
いて他の医療従事者と協働し貢献できる「緩和ケア」・「麻薬や使用時の症状」・
「地域連携」等のカリキュラムを修了した薬剤師のこと。

在宅療養支援診療所
　一定の診療報酬上の評価のもとに、24時間連絡を受ける医師または看護職員を配
置し、24時間の往診および訪問看護の提供が可能な体制を確保するとともに、当該
診療所において、または他の医療機関との連携により在宅療養患者の緊急入院を受け
入れる体制を確保しているなどの要件を満たした診療所のこと。

滋賀産業保健総合支援センター
　独立行政法人労働者健康安全機構が、産業医、産業看護職、衛生管理者等の産業保
健関係者を支援するとともに、事業主等に対し職場の健康管理への啓発を行うことを
目的として都道府県に１か所設置している。

事業評価のためのがん検診チェックリスト
　平成20年（2008年）に厚生労働省が精度管理の指標として作成したもの。
 各種がん検診システムが適正に運用されているかを確認するためのもので、がん検
診が正しく運用されるための基本的条件を示している。各種がん検診について、市区
町村用、検診実施機関用、都道府県用の3つのバージョンがある。

死亡率（死因別）
　人口に対する一定の時間内（通常１年）における死亡数を人口で割ったもので、こ
の計画では、人口は10万人当たり（10万対）を用いており、次の式で算出される。
　　　　　　　　　　　　

 
集学的治療
　１つの治療法だけでは治療効果が上がらないと判断されたとき、他の治療方法を組
み合わせて治療成績を向上させようとする治療法のこと。

術中迅速診断
　手術中に一部の細胞や組織を採取し、病理医が10～15分で、腫瘍が良性か悪性か
などについて診断すること。このことにより治療の範囲や手術方法を変えたりするこ
とができまる。

シャント発声
　喉頭がんなどで喉頭を摘出して声を出すことが出来なくなったときに気管食道の間
にシャントチューブを挿入することにより、肺からの空気を食道へ伝え発声すること。

就労支援ナビゲーター
　ハローワークに配置。がん診療連携拠点病院などとの連携のもと、個々の患者の希
望や治療状況を踏まえた職業相談・職業紹介、患者の希望する労働条件に応じた求人
の開拓、患者の就職後の職場定着の支援などの就職支援を実施している。また、がん
診療連携拠点病院などへの出張相談による職業相談や労働市場、求人情報などの雇
用関係情報の提供も行っている。

診療ガイドライン
　医療現場において適切な診断と治療を補助することを目的として、厚生労働科学研
究費補助金診療ガイドライン作成班または学会等により「根拠に基づいた医療」に則
って、予防から診断、治療、リハビリテーションに至るまで、医師と患者の合意の上
で最善の診療方法を選択できるよう支援するために作られた文書のこと。

スキルス胃がん
　胃の壁の中をしみこむように浸潤し、粘膜の表面にはあまりあらわれないため、内
視鏡検査でも診断が難しいことがある。また、転移の頻度が高いため予後が悪い傾向
にある。

スクリーニング
　ある集団から特定の個人や集団を導き出すふるい分けの検査や選別のこと。なんら
かの援助や治療が必要な個人や集団を導き出すのが目的。

セカンドオピニオン
　患者が検査や治療を受けるにあたって、主治医以外の医師に求めた「意見」、また
は「意見を求める行為」のこと。

全国がん登録
　日本でがんと診断されたすべての人のデータを、国で1つにまとめて集計・分析・
管理する仕組みで、平成28年（2016年）1月1日がん登録等の推進に関する法律の施
行とともに開始された。
 罹患率の測定、受療状況の把握、生存率の測定、がん予防や医療活動の評価、医療
機関におけるがん医療の評価の援助および研究を行うことを目的としているもの。

全人的苦痛　
　がん患者と家族が抱える身体的苦痛、精神心理的苦痛、就労や経済負担などの社会
的苦痛など様々な苦痛のこと。

ＳＴＡＳ－Ｊ評価
　Support Team Assessment Scheduleの日本語版の略で、ホスピス・緩和ケアにお
ける９つの項目からなる評価尺度のこと。

ダヴィンチ外科手術システム
　1990年代に米国で開発された。小さな創から内視鏡カメラとロボットアームを挿
入し、内視鏡手術を行う。手術者は３Ｄモニター画面を見ながらロボットアームを操
作して手術を行う高度な低侵襲手術システム。

地域がん登録
　平成29年（2016年）１月全国がん登録が開始されるまで、滋賀県に居住するすべ
てのがん患者について、発症から治療、死亡に至るまでの全過程の医療情報を多方面
より集め、個々の患者ごとに集約したもの。目的は全国がん登録と同様。

地域連携クリティカルパス
　医療機関から在宅へ安心して戻れるよう切れ目のない医療を提供するため、急性期

から回復期、維持期にいたる医療連携クリティカルパス（共同でつくる診療計画）に
保健福祉サービスを含め、関係者と利用者が共同して作成するケア計画のこと。
　（参考）クリティカルパスとは、入院から退院までの計画であり、検査の予定や治
　　　　　療の内容、リハビリテーションの計画、いつ頃どの様な状態になれば退院
　　　　　することができるかなどを分かりやすく一覧表にしたもの。
　「地域連携クリニカルパス」の名称の使用も広がっているが、この計画では「地域
連携クリティカルパス」を用いる。

治　験
　国が審査して「くすり」を承認するに当たり、「くすりの候補」の開発の最終段階
では、健康な人や患者さんの協力によって、人での効果と安全性を調べることが必要
です。「くすりの候補」を用いて国の承認を得るための成績を集める臨床試験のこと。

低侵襲手術
　皮膚の切る範囲を小さくし、出血を少なくし、手術時間が短いなど体に負担の少な
い手術のこと。その中心が鏡視下手術。

特定機能病院
　①高度の医療の提供、開発・評価、研修を実施する能力を有すること、②紹介率
50％以上かつ逆紹介率40％以上、③病床数が400床以上あること、④医師・看護師、
薬剤師等の手厚い人員配置、⑤集中治療室等の構造設備を有すること、診療科が16
以上あること、等の要件をすべて満たすものとして、厚生労働大臣が承認した病院
のこと。

ＤＰＣ
　DPCとは「Diagnosis Procedure Combination」のことで、diagnosis（診断）と
Procedure（治療・処置）のCombination（組み合わせ）の略称。平成15年
（2003）に新しい診療報酬制度として始まった。
 従来の診療行為ごとの点数をもとに計算する「出来高払い方式」とは異なり、入院
期間中に治療した病気の中で最も医療資源を投入した一疾患のみに厚生労働省が定め
た１日当たりの定額の点と従来どおりのＤＰＣにより包括されない出来高評価部分
（手術、胃カメラ、リハビリ等）を組み合わせて計算する方式のこと。

二次がん
　がんが治癒した後に、別のがんを発症すること。抗がん剤による薬物療法や放射線
治療による細胞への障害が二次がんの発症リスクになると考えられる。

妊孕性温存（にんようせいおんぞん）
　妊孕性とは、妊娠のしやすさのこと。がんの治療として、手術療法、化学療法や放
射線療法を行うことで、この妊孕性が低下したり、不妊になることがある。妊孕性温

存とは、妊孕性に影響を及ぼす治療を受ける前に、精子や卵子、卵巣組織などの凍結
保存を行うこと。

年齢調整死亡率
　年齢構成が著しく異なった集団の死亡率や、特定の年齢層に偏在する死因別死亡率
などを比較する場合、年齢構成の差を取り除く必要がある。それを取り除くひとつの
方法として年齢調整死亡率があり、次の式で算出される。

　基準となる人口は昭和60年モデル人口を用い、死因別の場合は、人口10万人当た
り（10万対）で表す。

年齢調整罹患率
　年齢構成が異なる集団の間で罹患率を比較する場合や、同じ集団で罹患率の年次推
移を見る場合に年齢調整罹患率を用いる。

　基準となる人口は昭和60年モデル人口を用い、通例人口10万人あたりで表す。

バリアンス
　クリティカルパスのアウトカム（達成目標）が達成されなかったこと。

晩期合併症
　小児がんの治療が終了してから、成長や時間の経過に伴って、がんの影響や、薬物
療法、放射線治療など治療の影響によって生じる合併症のこと。成長障害、臓器障害、
二次がんなどが生じる。

ピアサポーター
　がん患者当事者の立場でお互いの苦しさ、辛さを話しあうことにより、辛さを分か
ち合い、助言しあう人。

標準化死亡比
　年齢構成が著しく異なった集団の死亡率や、特定の年齢層に偏在する死因別死亡率
などを比較する場合、年齢構成の差を取り除く必要がある。それを取り除くひとつの
方法として標準化死亡比があり、次の式で算出される。

 

　基準となる人口集団に全国を用いた場合、全国＝100となり、その地域の標準化死
亡比が100より大きい場合、全国より高く、100より小さい場合、全国より低いことを
示す。

標準的治療
　科学的根拠に基づき、適正な臨床試験をベースにした治療法を比較して、どちらが
より生存期間を延ばすか、より再発期間を遅らせるか、よりがんの塊を小さくさせる
か、あるいはより副作用が少ないかなどを検証の結果、その時点で最も効果が高いと
されている治療のこと。これは主に手術、化学療法、放射線治療を組み合わせたもの。

包括連携協定
　県と民間企業や団体等が、相互に連携・協力しながら協働事業に取り組むための協
定。

母子感染
　母親から病原体（ウイルス等）が胎盤、産道、母乳を通じて胎児または新生児に感
染すること。

免疫チェックポイント阻害剤
　がん細胞を攻撃するT細胞の働きにブレーキをかけている蛋白質であるPD-1と
PD-L1の結合を阻止することで、PD-L1により抑えられていたT細胞の働きを活性化
することで抗腫瘍効果を発揮させる薬のこと。

免疫療法
　体の免疫を強めることにより、がん細胞を排除する治療法のことで、有効な免疫療
法は、免疫チェックポイント阻害剤を用いた免疫抑制阻害療法、インターフェロン等
を用いたサイトカイン療法、免疫賦活剤を用いたＢＰＭ療法がある。

薬物療法
　化学療法とは、抗がん剤を用いてがんを治療することを言う。抗がん剤には、癌細
胞の増殖を抑えたり、再発や転移を防いだりする効果がある。近年は分子標的薬によ
る治療も含んだ「薬物療法」と呼ぶことも多い。

有効性評価に基づくがん検診ガイドライン
　平成15年度（2003年度）から、日本独自のがん検診ガイドラインの作成手順を定
式化している。科学的根拠となる文献を抽出し、系統的総括を行い、死亡率減少効果
についての証拠のレベルを判定する。さらに推奨グレードを決定する。系統的総括
の結果に基づき、各検診方法の死亡率減少効果と不利益に関する科学的根拠を整理

し、わが国における対策型検診と任意型検診の実施について、推奨として総括した
もの。

罹　患
　がんなどの病気にかかること。

リニアック
　加速装置の一つでLinear accelerator（直線加速装置）の略称。これにより発生さ
せる高エネルギー放射線であるX線や電子線が、現在主に放射線治療に用いられるた
めに、リニアック放射線治療装置自体をリニアックと呼ぶことも多い。

粒子線治療
　粒子線治療には、陽子線と重粒子線が用いられている。体内で高線量域を形成して
がん病巣に放射線を集中して選択的に照射することが可能な高精度放射線治療の一つ。

臨床試験
　新しい薬や手術、放射線治療などを用いた新しい治療などに対して、その効果や安
全性について確認するために行われる試験のこと。

臨床進行度
　地域がん登録では、がんと診断された時点における病巣の広がりを、上皮内がん
（がんが表層にとどまり、他臓器へ浸潤・転移する可能性のないもの）、限局（がん
が原発臓器に限局しているもの）、所属リンパ節転移（原発臓器の所属リンパ節への
転移を伴うが、隣接臓器への浸潤がないもの）、隣接臓器浸潤（隣接する臓器に直
接浸潤しているが、遠隔転移がないもの）、遠隔転移（遠隔臓器、遠隔リンパ節な
どに転移・浸潤があるもの）に分類している。

リンパ節郭清
　手術の際に、がんを取り除くだけでなく、がんの周辺にあるリンパ節を切除すること。

リンパ浮腫
　手術でリンパ節を取り除いたり放射線治療によってリンパの流れが停滞することで、
腕や脚がむくむこと。

レジメン
　抗がん剤、輸液、制吐剤などの種類や量、期間などの投与に関する時系列的な治療
計画のこと。

さ　行
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の高いがん医療を提供することができるよう、全国で指定された「がん診療連携拠点
病院」に対して、毎年１回10月31日現在の診療体制などの現況の報告を求めている
もの。

健康推進員
　健康的な生活の実現を目指し、各種講習会で得た知識と技能を生かし、地域におけ
る食生活改善、健康づくり事業への積極的な参加と実践、地域住民への普及啓発活動
を行っているボランティア。
　各市町が実施する「健康推進員養成講座」を受講し、栄養、運動に関する基礎知識
や市町および県の食育推進、健康づくり施策について学習し、市町長名の修了証を得
ている。

高精度放射線治療
　定位放射線治療、強度変調放射線治療、粒子線治療など、専用の装置、治療技術を
用いることで、標的とする腫瘍の領域に精度高く放射線を集中させて治療する最新の
放射線治療法の総称。

個別勧奨・再勧奨
　住民に郵送、電話、個別訪問等で受診を促すこと。個別勧奨した住民が、がん検診
を受けてない場合、再度個別勧奨することを再勧奨という。

５年相対生存率
　がんと診断された人のうち５年後に生きている人の割合（５年生存率）が、日本人
全体の５年後に生存している人の割合と比べてどれくらい低いかを表したもの。

在宅医療支援薬局
　医師の指示のもと、医療・介護保険制度を利用して、在宅医療中や通院が困難な場
合は訪問し、薬の説明や管理、服薬指導などの療養や治療の支援を行う薬剤師がいる
薬局のこと。

在宅ホスピス薬剤師
　滋賀県薬剤師会の認定制度で、平成20年（2008年）から実施。在宅医療の場にお
いて他の医療従事者と協働し貢献できる「緩和ケア」・「麻薬や使用時の症状」・
「地域連携」等のカリキュラムを修了した薬剤師のこと。

在宅療養支援診療所
　一定の診療報酬上の評価のもとに、24時間連絡を受ける医師または看護職員を配
置し、24時間の往診および訪問看護の提供が可能な体制を確保するとともに、当該
診療所において、または他の医療機関との連携により在宅療養患者の緊急入院を受け
入れる体制を確保しているなどの要件を満たした診療所のこと。

滋賀産業保健総合支援センター
　独立行政法人労働者健康安全機構が、産業医、産業看護職、衛生管理者等の産業保
健関係者を支援するとともに、事業主等に対し職場の健康管理への啓発を行うことを
目的として都道府県に１か所設置している。

事業評価のためのがん検診チェックリスト
　平成20年（2008年）に厚生労働省が精度管理の指標として作成したもの。
 各種がん検診システムが適正に運用されているかを確認するためのもので、がん検
診が正しく運用されるための基本的条件を示している。各種がん検診について、市区
町村用、検診実施機関用、都道府県用の3つのバージョンがある。

死亡率（死因別）
　人口に対する一定の時間内（通常１年）における死亡数を人口で割ったもので、こ
の計画では、人口は10万人当たり（10万対）を用いており、次の式で算出される。
　　　　　　　　　　　　

 
集学的治療
　１つの治療法だけでは治療効果が上がらないと判断されたとき、他の治療方法を組
み合わせて治療成績を向上させようとする治療法のこと。

術中迅速診断
　手術中に一部の細胞や組織を採取し、病理医が10～15分で、腫瘍が良性か悪性か
などについて診断すること。このことにより治療の範囲や手術方法を変えたりするこ
とができまる。

シャント発声
　喉頭がんなどで喉頭を摘出して声を出すことが出来なくなったときに気管食道の間
にシャントチューブを挿入することにより、肺からの空気を食道へ伝え発声すること。

就労支援ナビゲーター
　ハローワークに配置。がん診療連携拠点病院などとの連携のもと、個々の患者の希
望や治療状況を踏まえた職業相談・職業紹介、患者の希望する労働条件に応じた求人
の開拓、患者の就職後の職場定着の支援などの就職支援を実施している。また、がん
診療連携拠点病院などへの出張相談による職業相談や労働市場、求人情報などの雇
用関係情報の提供も行っている。

診療ガイドライン
　医療現場において適切な診断と治療を補助することを目的として、厚生労働科学研
究費補助金診療ガイドライン作成班または学会等により「根拠に基づいた医療」に則
って、予防から診断、治療、リハビリテーションに至るまで、医師と患者の合意の上
で最善の診療方法を選択できるよう支援するために作られた文書のこと。

スキルス胃がん
　胃の壁の中をしみこむように浸潤し、粘膜の表面にはあまりあらわれないため、内
視鏡検査でも診断が難しいことがある。また、転移の頻度が高いため予後が悪い傾向
にある。

スクリーニング
　ある集団から特定の個人や集団を導き出すふるい分けの検査や選別のこと。なんら
かの援助や治療が必要な個人や集団を導き出すのが目的。

セカンドオピニオン
　患者が検査や治療を受けるにあたって、主治医以外の医師に求めた「意見」、また
は「意見を求める行為」のこと。

全国がん登録
　日本でがんと診断されたすべての人のデータを、国で1つにまとめて集計・分析・
管理する仕組みで、平成28年（2016年）1月1日がん登録等の推進に関する法律の施
行とともに開始された。
 罹患率の測定、受療状況の把握、生存率の測定、がん予防や医療活動の評価、医療
機関におけるがん医療の評価の援助および研究を行うことを目的としているもの。

全人的苦痛　
　がん患者と家族が抱える身体的苦痛、精神心理的苦痛、就労や経済負担などの社会
的苦痛など様々な苦痛のこと。

ＳＴＡＳ－Ｊ評価
　Support Team Assessment Scheduleの日本語版の略で、ホスピス・緩和ケアにお
ける９つの項目からなる評価尺度のこと。

ダヴィンチ外科手術システム
　1990年代に米国で開発された。小さな創から内視鏡カメラとロボットアームを挿
入し、内視鏡手術を行う。手術者は３Ｄモニター画面を見ながらロボットアームを操
作して手術を行う高度な低侵襲手術システム。

地域がん登録
　平成29年（2016年）１月全国がん登録が開始されるまで、滋賀県に居住するすべ
てのがん患者について、発症から治療、死亡に至るまでの全過程の医療情報を多方面
より集め、個々の患者ごとに集約したもの。目的は全国がん登録と同様。

地域連携クリティカルパス
　医療機関から在宅へ安心して戻れるよう切れ目のない医療を提供するため、急性期

から回復期、維持期にいたる医療連携クリティカルパス（共同でつくる診療計画）に
保健福祉サービスを含め、関係者と利用者が共同して作成するケア計画のこと。
　（参考）クリティカルパスとは、入院から退院までの計画であり、検査の予定や治
　　　　　療の内容、リハビリテーションの計画、いつ頃どの様な状態になれば退院
　　　　　することができるかなどを分かりやすく一覧表にしたもの。
　「地域連携クリニカルパス」の名称の使用も広がっているが、この計画では「地域
連携クリティカルパス」を用いる。

治　験
　国が審査して「くすり」を承認するに当たり、「くすりの候補」の開発の最終段階
では、健康な人や患者さんの協力によって、人での効果と安全性を調べることが必要
です。「くすりの候補」を用いて国の承認を得るための成績を集める臨床試験のこと。

低侵襲手術
　皮膚の切る範囲を小さくし、出血を少なくし、手術時間が短いなど体に負担の少な
い手術のこと。その中心が鏡視下手術。

特定機能病院
　①高度の医療の提供、開発・評価、研修を実施する能力を有すること、②紹介率
50％以上かつ逆紹介率40％以上、③病床数が400床以上あること、④医師・看護師、
薬剤師等の手厚い人員配置、⑤集中治療室等の構造設備を有すること、診療科が16
以上あること、等の要件をすべて満たすものとして、厚生労働大臣が承認した病院
のこと。

ＤＰＣ
　DPCとは「Diagnosis Procedure Combination」のことで、diagnosis（診断）と
Procedure（治療・処置）のCombination（組み合わせ）の略称。平成15年
（2003）に新しい診療報酬制度として始まった。
 従来の診療行為ごとの点数をもとに計算する「出来高払い方式」とは異なり、入院
期間中に治療した病気の中で最も医療資源を投入した一疾患のみに厚生労働省が定め
た１日当たりの定額の点と従来どおりのＤＰＣにより包括されない出来高評価部分
（手術、胃カメラ、リハビリ等）を組み合わせて計算する方式のこと。

二次がん
　がんが治癒した後に、別のがんを発症すること。抗がん剤による薬物療法や放射線
治療による細胞への障害が二次がんの発症リスクになると考えられる。

妊孕性温存（にんようせいおんぞん）
　妊孕性とは、妊娠のしやすさのこと。がんの治療として、手術療法、化学療法や放
射線療法を行うことで、この妊孕性が低下したり、不妊になることがある。妊孕性温

存とは、妊孕性に影響を及ぼす治療を受ける前に、精子や卵子、卵巣組織などの凍結
保存を行うこと。

年齢調整死亡率
　年齢構成が著しく異なった集団の死亡率や、特定の年齢層に偏在する死因別死亡率
などを比較する場合、年齢構成の差を取り除く必要がある。それを取り除くひとつの
方法として年齢調整死亡率があり、次の式で算出される。

　基準となる人口は昭和60年モデル人口を用い、死因別の場合は、人口10万人当た
り（10万対）で表す。

年齢調整罹患率
　年齢構成が異なる集団の間で罹患率を比較する場合や、同じ集団で罹患率の年次推
移を見る場合に年齢調整罹患率を用いる。

　基準となる人口は昭和60年モデル人口を用い、通例人口10万人あたりで表す。

バリアンス
　クリティカルパスのアウトカム（達成目標）が達成されなかったこと。

晩期合併症
　小児がんの治療が終了してから、成長や時間の経過に伴って、がんの影響や、薬物
療法、放射線治療など治療の影響によって生じる合併症のこと。成長障害、臓器障害、
二次がんなどが生じる。

ピアサポーター
　がん患者当事者の立場でお互いの苦しさ、辛さを話しあうことにより、辛さを分か
ち合い、助言しあう人。

標準化死亡比
　年齢構成が著しく異なった集団の死亡率や、特定の年齢層に偏在する死因別死亡率
などを比較する場合、年齢構成の差を取り除く必要がある。それを取り除くひとつの
方法として標準化死亡比があり、次の式で算出される。

 

　基準となる人口集団に全国を用いた場合、全国＝100となり、その地域の標準化死
亡比が100より大きい場合、全国より高く、100より小さい場合、全国より低いことを
示す。

標準的治療
　科学的根拠に基づき、適正な臨床試験をベースにした治療法を比較して、どちらが
より生存期間を延ばすか、より再発期間を遅らせるか、よりがんの塊を小さくさせる
か、あるいはより副作用が少ないかなどを検証の結果、その時点で最も効果が高いと
されている治療のこと。これは主に手術、化学療法、放射線治療を組み合わせたもの。

包括連携協定
　県と民間企業や団体等が、相互に連携・協力しながら協働事業に取り組むための協
定。

母子感染
　母親から病原体（ウイルス等）が胎盤、産道、母乳を通じて胎児または新生児に感
染すること。

免疫チェックポイント阻害剤
　がん細胞を攻撃するT細胞の働きにブレーキをかけている蛋白質であるPD-1と
PD-L1の結合を阻止することで、PD-L1により抑えられていたT細胞の働きを活性化
することで抗腫瘍効果を発揮させる薬のこと。

免疫療法
　体の免疫を強めることにより、がん細胞を排除する治療法のことで、有効な免疫療
法は、免疫チェックポイント阻害剤を用いた免疫抑制阻害療法、インターフェロン等
を用いたサイトカイン療法、免疫賦活剤を用いたＢＰＭ療法がある。

薬物療法
　化学療法とは、抗がん剤を用いてがんを治療することを言う。抗がん剤には、癌細
胞の増殖を抑えたり、再発や転移を防いだりする効果がある。近年は分子標的薬によ
る治療も含んだ「薬物療法」と呼ぶことも多い。

有効性評価に基づくがん検診ガイドライン
　平成15年度（2003年度）から、日本独自のがん検診ガイドラインの作成手順を定
式化している。科学的根拠となる文献を抽出し、系統的総括を行い、死亡率減少効果
についての証拠のレベルを判定する。さらに推奨グレードを決定する。系統的総括
の結果に基づき、各検診方法の死亡率減少効果と不利益に関する科学的根拠を整理

し、わが国における対策型検診と任意型検診の実施について、推奨として総括した
もの。

罹　患
　がんなどの病気にかかること。

リニアック
　加速装置の一つでLinear accelerator（直線加速装置）の略称。これにより発生さ
せる高エネルギー放射線であるX線や電子線が、現在主に放射線治療に用いられるた
めに、リニアック放射線治療装置自体をリニアックと呼ぶことも多い。

粒子線治療
　粒子線治療には、陽子線と重粒子線が用いられている。体内で高線量域を形成して
がん病巣に放射線を集中して選択的に照射することが可能な高精度放射線治療の一つ。

臨床試験
　新しい薬や手術、放射線治療などを用いた新しい治療などに対して、その効果や安
全性について確認するために行われる試験のこと。

臨床進行度
　地域がん登録では、がんと診断された時点における病巣の広がりを、上皮内がん
（がんが表層にとどまり、他臓器へ浸潤・転移する可能性のないもの）、限局（がん
が原発臓器に限局しているもの）、所属リンパ節転移（原発臓器の所属リンパ節への
転移を伴うが、隣接臓器への浸潤がないもの）、隣接臓器浸潤（隣接する臓器に直
接浸潤しているが、遠隔転移がないもの）、遠隔転移（遠隔臓器、遠隔リンパ節な
どに転移・浸潤があるもの）に分類している。

リンパ節郭清
　手術の際に、がんを取り除くだけでなく、がんの周辺にあるリンパ節を切除すること。

リンパ浮腫
　手術でリンパ節を取り除いたり放射線治療によってリンパの流れが停滞することで、
腕や脚がむくむこと。

レジメン
　抗がん剤、輸液、制吐剤などの種類や量、期間などの投与に関する時系列的な治療
計画のこと。
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の高いがん医療を提供することができるよう、全国で指定された「がん診療連携拠点
病院」に対して、毎年１回10月31日現在の診療体制などの現況の報告を求めている
もの。

健康推進員
　健康的な生活の実現を目指し、各種講習会で得た知識と技能を生かし、地域におけ
る食生活改善、健康づくり事業への積極的な参加と実践、地域住民への普及啓発活動
を行っているボランティア。
　各市町が実施する「健康推進員養成講座」を受講し、栄養、運動に関する基礎知識
や市町および県の食育推進、健康づくり施策について学習し、市町長名の修了証を得
ている。

高精度放射線治療
　定位放射線治療、強度変調放射線治療、粒子線治療など、専用の装置、治療技術を
用いることで、標的とする腫瘍の領域に精度高く放射線を集中させて治療する最新の
放射線治療法の総称。

個別勧奨・再勧奨
　住民に郵送、電話、個別訪問等で受診を促すこと。個別勧奨した住民が、がん検診
を受けてない場合、再度個別勧奨することを再勧奨という。

５年相対生存率
　がんと診断された人のうち５年後に生きている人の割合（５年生存率）が、日本人
全体の５年後に生存している人の割合と比べてどれくらい低いかを表したもの。

在宅医療支援薬局
　医師の指示のもと、医療・介護保険制度を利用して、在宅医療中や通院が困難な場
合は訪問し、薬の説明や管理、服薬指導などの療養や治療の支援を行う薬剤師がいる
薬局のこと。

在宅ホスピス薬剤師
　滋賀県薬剤師会の認定制度で、平成20年（2008年）から実施。在宅医療の場にお
いて他の医療従事者と協働し貢献できる「緩和ケア」・「麻薬や使用時の症状」・
「地域連携」等のカリキュラムを修了した薬剤師のこと。

在宅療養支援診療所
　一定の診療報酬上の評価のもとに、24時間連絡を受ける医師または看護職員を配
置し、24時間の往診および訪問看護の提供が可能な体制を確保するとともに、当該
診療所において、または他の医療機関との連携により在宅療養患者の緊急入院を受け
入れる体制を確保しているなどの要件を満たした診療所のこと。

滋賀産業保健総合支援センター
　独立行政法人労働者健康安全機構が、産業医、産業看護職、衛生管理者等の産業保
健関係者を支援するとともに、事業主等に対し職場の健康管理への啓発を行うことを
目的として都道府県に１か所設置している。

事業評価のためのがん検診チェックリスト
　平成20年（2008年）に厚生労働省が精度管理の指標として作成したもの。
 各種がん検診システムが適正に運用されているかを確認するためのもので、がん検
診が正しく運用されるための基本的条件を示している。各種がん検診について、市区
町村用、検診実施機関用、都道府県用の3つのバージョンがある。

死亡率（死因別）
　人口に対する一定の時間内（通常１年）における死亡数を人口で割ったもので、こ
の計画では、人口は10万人当たり（10万対）を用いており、次の式で算出される。
　　　　　　　　　　　　

 
集学的治療
　１つの治療法だけでは治療効果が上がらないと判断されたとき、他の治療方法を組
み合わせて治療成績を向上させようとする治療法のこと。

術中迅速診断
　手術中に一部の細胞や組織を採取し、病理医が10～15分で、腫瘍が良性か悪性か
などについて診断すること。このことにより治療の範囲や手術方法を変えたりするこ
とができまる。

シャント発声
　喉頭がんなどで喉頭を摘出して声を出すことが出来なくなったときに気管食道の間
にシャントチューブを挿入することにより、肺からの空気を食道へ伝え発声すること。

就労支援ナビゲーター
　ハローワークに配置。がん診療連携拠点病院などとの連携のもと、個々の患者の希
望や治療状況を踏まえた職業相談・職業紹介、患者の希望する労働条件に応じた求人
の開拓、患者の就職後の職場定着の支援などの就職支援を実施している。また、がん
診療連携拠点病院などへの出張相談による職業相談や労働市場、求人情報などの雇
用関係情報の提供も行っている。

診療ガイドライン
　医療現場において適切な診断と治療を補助することを目的として、厚生労働科学研
究費補助金診療ガイドライン作成班または学会等により「根拠に基づいた医療」に則
って、予防から診断、治療、リハビリテーションに至るまで、医師と患者の合意の上
で最善の診療方法を選択できるよう支援するために作られた文書のこと。

スキルス胃がん
　胃の壁の中をしみこむように浸潤し、粘膜の表面にはあまりあらわれないため、内
視鏡検査でも診断が難しいことがある。また、転移の頻度が高いため予後が悪い傾向
にある。

スクリーニング
　ある集団から特定の個人や集団を導き出すふるい分けの検査や選別のこと。なんら
かの援助や治療が必要な個人や集団を導き出すのが目的。

セカンドオピニオン
　患者が検査や治療を受けるにあたって、主治医以外の医師に求めた「意見」、また
は「意見を求める行為」のこと。

全国がん登録
　日本でがんと診断されたすべての人のデータを、国で1つにまとめて集計・分析・
管理する仕組みで、平成28年（2016年）1月1日がん登録等の推進に関する法律の施
行とともに開始された。
 罹患率の測定、受療状況の把握、生存率の測定、がん予防や医療活動の評価、医療
機関におけるがん医療の評価の援助および研究を行うことを目的としているもの。

全人的苦痛　
　がん患者と家族が抱える身体的苦痛、精神心理的苦痛、就労や経済負担などの社会
的苦痛など様々な苦痛のこと。

ＳＴＡＳ－Ｊ評価
　Support Team Assessment Scheduleの日本語版の略で、ホスピス・緩和ケアにお
ける９つの項目からなる評価尺度のこと。

ダヴィンチ外科手術システム
　1990年代に米国で開発された。小さな創から内視鏡カメラとロボットアームを挿
入し、内視鏡手術を行う。手術者は３Ｄモニター画面を見ながらロボットアームを操
作して手術を行う高度な低侵襲手術システム。

地域がん登録
　平成29年（2016年）１月全国がん登録が開始されるまで、滋賀県に居住するすべ
てのがん患者について、発症から治療、死亡に至るまでの全過程の医療情報を多方面
より集め、個々の患者ごとに集約したもの。目的は全国がん登録と同様。

地域連携クリティカルパス
　医療機関から在宅へ安心して戻れるよう切れ目のない医療を提供するため、急性期

から回復期、維持期にいたる医療連携クリティカルパス（共同でつくる診療計画）に
保健福祉サービスを含め、関係者と利用者が共同して作成するケア計画のこと。
　（参考）クリティカルパスとは、入院から退院までの計画であり、検査の予定や治
　　　　　療の内容、リハビリテーションの計画、いつ頃どの様な状態になれば退院
　　　　　することができるかなどを分かりやすく一覧表にしたもの。
　「地域連携クリニカルパス」の名称の使用も広がっているが、この計画では「地域
連携クリティカルパス」を用いる。

治　験
　国が審査して「くすり」を承認するに当たり、「くすりの候補」の開発の最終段階
では、健康な人や患者さんの協力によって、人での効果と安全性を調べることが必要
です。「くすりの候補」を用いて国の承認を得るための成績を集める臨床試験のこと。

低侵襲手術
　皮膚の切る範囲を小さくし、出血を少なくし、手術時間が短いなど体に負担の少な
い手術のこと。その中心が鏡視下手術。

特定機能病院
　①高度の医療の提供、開発・評価、研修を実施する能力を有すること、②紹介率
50％以上かつ逆紹介率40％以上、③病床数が400床以上あること、④医師・看護師、
薬剤師等の手厚い人員配置、⑤集中治療室等の構造設備を有すること、診療科が16
以上あること、等の要件をすべて満たすものとして、厚生労働大臣が承認した病院
のこと。

ＤＰＣ
　DPCとは「Diagnosis Procedure Combination」のことで、diagnosis（診断）と
Procedure（治療・処置）のCombination（組み合わせ）の略称。平成15年
（2003）に新しい診療報酬制度として始まった。
 従来の診療行為ごとの点数をもとに計算する「出来高払い方式」とは異なり、入院
期間中に治療した病気の中で最も医療資源を投入した一疾患のみに厚生労働省が定め
た１日当たりの定額の点と従来どおりのＤＰＣにより包括されない出来高評価部分
（手術、胃カメラ、リハビリ等）を組み合わせて計算する方式のこと。

二次がん
　がんが治癒した後に、別のがんを発症すること。抗がん剤による薬物療法や放射線
治療による細胞への障害が二次がんの発症リスクになると考えられる。

妊孕性温存（にんようせいおんぞん）
　妊孕性とは、妊娠のしやすさのこと。がんの治療として、手術療法、化学療法や放
射線療法を行うことで、この妊孕性が低下したり、不妊になることがある。妊孕性温

存とは、妊孕性に影響を及ぼす治療を受ける前に、精子や卵子、卵巣組織などの凍結
保存を行うこと。

年齢調整死亡率
　年齢構成が著しく異なった集団の死亡率や、特定の年齢層に偏在する死因別死亡率
などを比較する場合、年齢構成の差を取り除く必要がある。それを取り除くひとつの
方法として年齢調整死亡率があり、次の式で算出される。

　基準となる人口は昭和60年モデル人口を用い、死因別の場合は、人口10万人当た
り（10万対）で表す。

年齢調整罹患率
　年齢構成が異なる集団の間で罹患率を比較する場合や、同じ集団で罹患率の年次推
移を見る場合に年齢調整罹患率を用いる。

　基準となる人口は昭和60年モデル人口を用い、通例人口10万人あたりで表す。

バリアンス
　クリティカルパスのアウトカム（達成目標）が達成されなかったこと。

晩期合併症
　小児がんの治療が終了してから、成長や時間の経過に伴って、がんの影響や、薬物
療法、放射線治療など治療の影響によって生じる合併症のこと。成長障害、臓器障害、
二次がんなどが生じる。

ピアサポーター
　がん患者当事者の立場でお互いの苦しさ、辛さを話しあうことにより、辛さを分か
ち合い、助言しあう人。

標準化死亡比
　年齢構成が著しく異なった集団の死亡率や、特定の年齢層に偏在する死因別死亡率
などを比較する場合、年齢構成の差を取り除く必要がある。それを取り除くひとつの
方法として標準化死亡比があり、次の式で算出される。

 

　基準となる人口集団に全国を用いた場合、全国＝100となり、その地域の標準化死
亡比が100より大きい場合、全国より高く、100より小さい場合、全国より低いことを
示す。

標準的治療
　科学的根拠に基づき、適正な臨床試験をベースにした治療法を比較して、どちらが
より生存期間を延ばすか、より再発期間を遅らせるか、よりがんの塊を小さくさせる
か、あるいはより副作用が少ないかなどを検証の結果、その時点で最も効果が高いと
されている治療のこと。これは主に手術、化学療法、放射線治療を組み合わせたもの。

包括連携協定
　県と民間企業や団体等が、相互に連携・協力しながら協働事業に取り組むための協
定。

母子感染
　母親から病原体（ウイルス等）が胎盤、産道、母乳を通じて胎児または新生児に感
染すること。

免疫チェックポイント阻害剤
　がん細胞を攻撃するT細胞の働きにブレーキをかけている蛋白質であるPD-1と
PD-L1の結合を阻止することで、PD-L1により抑えられていたT細胞の働きを活性化
することで抗腫瘍効果を発揮させる薬のこと。

免疫療法
　体の免疫を強めることにより、がん細胞を排除する治療法のことで、有効な免疫療
法は、免疫チェックポイント阻害剤を用いた免疫抑制阻害療法、インターフェロン等
を用いたサイトカイン療法、免疫賦活剤を用いたＢＰＭ療法がある。

薬物療法
　化学療法とは、抗がん剤を用いてがんを治療することを言う。抗がん剤には、癌細
胞の増殖を抑えたり、再発や転移を防いだりする効果がある。近年は分子標的薬によ
る治療も含んだ「薬物療法」と呼ぶことも多い。

有効性評価に基づくがん検診ガイドライン
　平成15年度（2003年度）から、日本独自のがん検診ガイドラインの作成手順を定
式化している。科学的根拠となる文献を抽出し、系統的総括を行い、死亡率減少効果
についての証拠のレベルを判定する。さらに推奨グレードを決定する。系統的総括
の結果に基づき、各検診方法の死亡率減少効果と不利益に関する科学的根拠を整理

し、わが国における対策型検診と任意型検診の実施について、推奨として総括した
もの。

罹　患
　がんなどの病気にかかること。

リニアック
　加速装置の一つでLinear accelerator（直線加速装置）の略称。これにより発生さ
せる高エネルギー放射線であるX線や電子線が、現在主に放射線治療に用いられるた
めに、リニアック放射線治療装置自体をリニアックと呼ぶことも多い。

粒子線治療
　粒子線治療には、陽子線と重粒子線が用いられている。体内で高線量域を形成して
がん病巣に放射線を集中して選択的に照射することが可能な高精度放射線治療の一つ。

臨床試験
　新しい薬や手術、放射線治療などを用いた新しい治療などに対して、その効果や安
全性について確認するために行われる試験のこと。

臨床進行度
　地域がん登録では、がんと診断された時点における病巣の広がりを、上皮内がん
（がんが表層にとどまり、他臓器へ浸潤・転移する可能性のないもの）、限局（がん
が原発臓器に限局しているもの）、所属リンパ節転移（原発臓器の所属リンパ節への
転移を伴うが、隣接臓器への浸潤がないもの）、隣接臓器浸潤（隣接する臓器に直
接浸潤しているが、遠隔転移がないもの）、遠隔転移（遠隔臓器、遠隔リンパ節な
どに転移・浸潤があるもの）に分類している。

リンパ節郭清
　手術の際に、がんを取り除くだけでなく、がんの周辺にあるリンパ節を切除すること。

リンパ浮腫
　手術でリンパ節を取り除いたり放射線治療によってリンパの流れが停滞することで、
腕や脚がむくむこと。

レジメン
　抗がん剤、輸液、制吐剤などの種類や量、期間などの投与に関する時系列的な治療
計画のこと。

た　行
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の高いがん医療を提供することができるよう、全国で指定された「がん診療連携拠点
病院」に対して、毎年１回10月31日現在の診療体制などの現況の報告を求めている
もの。

健康推進員
　健康的な生活の実現を目指し、各種講習会で得た知識と技能を生かし、地域におけ
る食生活改善、健康づくり事業への積極的な参加と実践、地域住民への普及啓発活動
を行っているボランティア。
　各市町が実施する「健康推進員養成講座」を受講し、栄養、運動に関する基礎知識
や市町および県の食育推進、健康づくり施策について学習し、市町長名の修了証を得
ている。

高精度放射線治療
　定位放射線治療、強度変調放射線治療、粒子線治療など、専用の装置、治療技術を
用いることで、標的とする腫瘍の領域に精度高く放射線を集中させて治療する最新の
放射線治療法の総称。

個別勧奨・再勧奨
　住民に郵送、電話、個別訪問等で受診を促すこと。個別勧奨した住民が、がん検診
を受けてない場合、再度個別勧奨することを再勧奨という。

５年相対生存率
　がんと診断された人のうち５年後に生きている人の割合（５年生存率）が、日本人
全体の５年後に生存している人の割合と比べてどれくらい低いかを表したもの。

在宅医療支援薬局
　医師の指示のもと、医療・介護保険制度を利用して、在宅医療中や通院が困難な場
合は訪問し、薬の説明や管理、服薬指導などの療養や治療の支援を行う薬剤師がいる
薬局のこと。

在宅ホスピス薬剤師
　滋賀県薬剤師会の認定制度で、平成20年（2008年）から実施。在宅医療の場にお
いて他の医療従事者と協働し貢献できる「緩和ケア」・「麻薬や使用時の症状」・
「地域連携」等のカリキュラムを修了した薬剤師のこと。

在宅療養支援診療所
　一定の診療報酬上の評価のもとに、24時間連絡を受ける医師または看護職員を配
置し、24時間の往診および訪問看護の提供が可能な体制を確保するとともに、当該
診療所において、または他の医療機関との連携により在宅療養患者の緊急入院を受け
入れる体制を確保しているなどの要件を満たした診療所のこと。

滋賀産業保健総合支援センター
　独立行政法人労働者健康安全機構が、産業医、産業看護職、衛生管理者等の産業保
健関係者を支援するとともに、事業主等に対し職場の健康管理への啓発を行うことを
目的として都道府県に１か所設置している。

事業評価のためのがん検診チェックリスト
　平成20年（2008年）に厚生労働省が精度管理の指標として作成したもの。
 各種がん検診システムが適正に運用されているかを確認するためのもので、がん検
診が正しく運用されるための基本的条件を示している。各種がん検診について、市区
町村用、検診実施機関用、都道府県用の3つのバージョンがある。

死亡率（死因別）
　人口に対する一定の時間内（通常１年）における死亡数を人口で割ったもので、こ
の計画では、人口は10万人当たり（10万対）を用いており、次の式で算出される。
　　　　　　　　　　　　

 
集学的治療
　１つの治療法だけでは治療効果が上がらないと判断されたとき、他の治療方法を組
み合わせて治療成績を向上させようとする治療法のこと。

術中迅速診断
　手術中に一部の細胞や組織を採取し、病理医が10～15分で、腫瘍が良性か悪性か
などについて診断すること。このことにより治療の範囲や手術方法を変えたりするこ
とができまる。

シャント発声
　喉頭がんなどで喉頭を摘出して声を出すことが出来なくなったときに気管食道の間
にシャントチューブを挿入することにより、肺からの空気を食道へ伝え発声すること。

就労支援ナビゲーター
　ハローワークに配置。がん診療連携拠点病院などとの連携のもと、個々の患者の希
望や治療状況を踏まえた職業相談・職業紹介、患者の希望する労働条件に応じた求人
の開拓、患者の就職後の職場定着の支援などの就職支援を実施している。また、がん
診療連携拠点病院などへの出張相談による職業相談や労働市場、求人情報などの雇
用関係情報の提供も行っている。

診療ガイドライン
　医療現場において適切な診断と治療を補助することを目的として、厚生労働科学研
究費補助金診療ガイドライン作成班または学会等により「根拠に基づいた医療」に則
って、予防から診断、治療、リハビリテーションに至るまで、医師と患者の合意の上
で最善の診療方法を選択できるよう支援するために作られた文書のこと。

スキルス胃がん
　胃の壁の中をしみこむように浸潤し、粘膜の表面にはあまりあらわれないため、内
視鏡検査でも診断が難しいことがある。また、転移の頻度が高いため予後が悪い傾向
にある。

スクリーニング
　ある集団から特定の個人や集団を導き出すふるい分けの検査や選別のこと。なんら
かの援助や治療が必要な個人や集団を導き出すのが目的。

セカンドオピニオン
　患者が検査や治療を受けるにあたって、主治医以外の医師に求めた「意見」、また
は「意見を求める行為」のこと。

全国がん登録
　日本でがんと診断されたすべての人のデータを、国で1つにまとめて集計・分析・
管理する仕組みで、平成28年（2016年）1月1日がん登録等の推進に関する法律の施
行とともに開始された。
 罹患率の測定、受療状況の把握、生存率の測定、がん予防や医療活動の評価、医療
機関におけるがん医療の評価の援助および研究を行うことを目的としているもの。

全人的苦痛　
　がん患者と家族が抱える身体的苦痛、精神心理的苦痛、就労や経済負担などの社会
的苦痛など様々な苦痛のこと。

ＳＴＡＳ－Ｊ評価
　Support Team Assessment Scheduleの日本語版の略で、ホスピス・緩和ケアにお
ける９つの項目からなる評価尺度のこと。

ダヴィンチ外科手術システム
　1990年代に米国で開発された。小さな創から内視鏡カメラとロボットアームを挿
入し、内視鏡手術を行う。手術者は３Ｄモニター画面を見ながらロボットアームを操
作して手術を行う高度な低侵襲手術システム。

地域がん登録
　平成29年（2016年）１月全国がん登録が開始されるまで、滋賀県に居住するすべ
てのがん患者について、発症から治療、死亡に至るまでの全過程の医療情報を多方面
より集め、個々の患者ごとに集約したもの。目的は全国がん登録と同様。

地域連携クリティカルパス
　医療機関から在宅へ安心して戻れるよう切れ目のない医療を提供するため、急性期

から回復期、維持期にいたる医療連携クリティカルパス（共同でつくる診療計画）に
保健福祉サービスを含め、関係者と利用者が共同して作成するケア計画のこと。
　（参考）クリティカルパスとは、入院から退院までの計画であり、検査の予定や治
　　　　　療の内容、リハビリテーションの計画、いつ頃どの様な状態になれば退院
　　　　　することができるかなどを分かりやすく一覧表にしたもの。
　「地域連携クリニカルパス」の名称の使用も広がっているが、この計画では「地域
連携クリティカルパス」を用いる。

治　験
　国が審査して「くすり」を承認するに当たり、「くすりの候補」の開発の最終段階
では、健康な人や患者さんの協力によって、人での効果と安全性を調べることが必要
です。「くすりの候補」を用いて国の承認を得るための成績を集める臨床試験のこと。

低侵襲手術
　皮膚の切る範囲を小さくし、出血を少なくし、手術時間が短いなど体に負担の少な
い手術のこと。その中心が鏡視下手術。

特定機能病院
　①高度の医療の提供、開発・評価、研修を実施する能力を有すること、②紹介率
50％以上かつ逆紹介率40％以上、③病床数が400床以上あること、④医師・看護師、
薬剤師等の手厚い人員配置、⑤集中治療室等の構造設備を有すること、診療科が16
以上あること、等の要件をすべて満たすものとして、厚生労働大臣が承認した病院
のこと。

ＤＰＣ
　DPCとは「Diagnosis Procedure Combination」のことで、diagnosis（診断）と
Procedure（治療・処置）のCombination（組み合わせ）の略称。平成15年
（2003）に新しい診療報酬制度として始まった。
 従来の診療行為ごとの点数をもとに計算する「出来高払い方式」とは異なり、入院
期間中に治療した病気の中で最も医療資源を投入した一疾患のみに厚生労働省が定め
た１日当たりの定額の点と従来どおりのＤＰＣにより包括されない出来高評価部分
（手術、胃カメラ、リハビリ等）を組み合わせて計算する方式のこと。

二次がん
　がんが治癒した後に、別のがんを発症すること。抗がん剤による薬物療法や放射線
治療による細胞への障害が二次がんの発症リスクになると考えられる。

妊孕性温存（にんようせいおんぞん）
　妊孕性とは、妊娠のしやすさのこと。がんの治療として、手術療法、化学療法や放
射線療法を行うことで、この妊孕性が低下したり、不妊になることがある。妊孕性温

存とは、妊孕性に影響を及ぼす治療を受ける前に、精子や卵子、卵巣組織などの凍結
保存を行うこと。

年齢調整死亡率
　年齢構成が著しく異なった集団の死亡率や、特定の年齢層に偏在する死因別死亡率
などを比較する場合、年齢構成の差を取り除く必要がある。それを取り除くひとつの
方法として年齢調整死亡率があり、次の式で算出される。

　基準となる人口は昭和60年モデル人口を用い、死因別の場合は、人口10万人当た
り（10万対）で表す。

年齢調整罹患率
　年齢構成が異なる集団の間で罹患率を比較する場合や、同じ集団で罹患率の年次推
移を見る場合に年齢調整罹患率を用いる。

　基準となる人口は昭和60年モデル人口を用い、通例人口10万人あたりで表す。

バリアンス
　クリティカルパスのアウトカム（達成目標）が達成されなかったこと。

晩期合併症
　小児がんの治療が終了してから、成長や時間の経過に伴って、がんの影響や、薬物
療法、放射線治療など治療の影響によって生じる合併症のこと。成長障害、臓器障害、
二次がんなどが生じる。

ピアサポーター
　がん患者当事者の立場でお互いの苦しさ、辛さを話しあうことにより、辛さを分か
ち合い、助言しあう人。

標準化死亡比
　年齢構成が著しく異なった集団の死亡率や、特定の年齢層に偏在する死因別死亡率
などを比較する場合、年齢構成の差を取り除く必要がある。それを取り除くひとつの
方法として標準化死亡比があり、次の式で算出される。

 

　基準となる人口集団に全国を用いた場合、全国＝100となり、その地域の標準化死
亡比が100より大きい場合、全国より高く、100より小さい場合、全国より低いことを
示す。

標準的治療
　科学的根拠に基づき、適正な臨床試験をベースにした治療法を比較して、どちらが
より生存期間を延ばすか、より再発期間を遅らせるか、よりがんの塊を小さくさせる
か、あるいはより副作用が少ないかなどを検証の結果、その時点で最も効果が高いと
されている治療のこと。これは主に手術、化学療法、放射線治療を組み合わせたもの。

包括連携協定
　県と民間企業や団体等が、相互に連携・協力しながら協働事業に取り組むための協
定。

母子感染
　母親から病原体（ウイルス等）が胎盤、産道、母乳を通じて胎児または新生児に感
染すること。

免疫チェックポイント阻害剤
　がん細胞を攻撃するT細胞の働きにブレーキをかけている蛋白質であるPD-1と
PD-L1の結合を阻止することで、PD-L1により抑えられていたT細胞の働きを活性化
することで抗腫瘍効果を発揮させる薬のこと。

免疫療法
　体の免疫を強めることにより、がん細胞を排除する治療法のことで、有効な免疫療
法は、免疫チェックポイント阻害剤を用いた免疫抑制阻害療法、インターフェロン等
を用いたサイトカイン療法、免疫賦活剤を用いたＢＰＭ療法がある。

薬物療法
　化学療法とは、抗がん剤を用いてがんを治療することを言う。抗がん剤には、癌細
胞の増殖を抑えたり、再発や転移を防いだりする効果がある。近年は分子標的薬によ
る治療も含んだ「薬物療法」と呼ぶことも多い。

有効性評価に基づくがん検診ガイドライン
　平成15年度（2003年度）から、日本独自のがん検診ガイドラインの作成手順を定
式化している。科学的根拠となる文献を抽出し、系統的総括を行い、死亡率減少効果
についての証拠のレベルを判定する。さらに推奨グレードを決定する。系統的総括
の結果に基づき、各検診方法の死亡率減少効果と不利益に関する科学的根拠を整理

し、わが国における対策型検診と任意型検診の実施について、推奨として総括した
もの。

罹　患
　がんなどの病気にかかること。

リニアック
　加速装置の一つでLinear accelerator（直線加速装置）の略称。これにより発生さ
せる高エネルギー放射線であるX線や電子線が、現在主に放射線治療に用いられるた
めに、リニアック放射線治療装置自体をリニアックと呼ぶことも多い。

粒子線治療
　粒子線治療には、陽子線と重粒子線が用いられている。体内で高線量域を形成して
がん病巣に放射線を集中して選択的に照射することが可能な高精度放射線治療の一つ。

臨床試験
　新しい薬や手術、放射線治療などを用いた新しい治療などに対して、その効果や安
全性について確認するために行われる試験のこと。

臨床進行度
　地域がん登録では、がんと診断された時点における病巣の広がりを、上皮内がん
（がんが表層にとどまり、他臓器へ浸潤・転移する可能性のないもの）、限局（がん
が原発臓器に限局しているもの）、所属リンパ節転移（原発臓器の所属リンパ節への
転移を伴うが、隣接臓器への浸潤がないもの）、隣接臓器浸潤（隣接する臓器に直
接浸潤しているが、遠隔転移がないもの）、遠隔転移（遠隔臓器、遠隔リンパ節な
どに転移・浸潤があるもの）に分類している。

リンパ節郭清
　手術の際に、がんを取り除くだけでなく、がんの周辺にあるリンパ節を切除すること。

リンパ浮腫
　手術でリンパ節を取り除いたり放射線治療によってリンパの流れが停滞することで、
腕や脚がむくむこと。

レジメン
　抗がん剤、輸液、制吐剤などの種類や量、期間などの投与に関する時系列的な治療
計画のこと。

な　行
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の高いがん医療を提供することができるよう、全国で指定された「がん診療連携拠点
病院」に対して、毎年１回10月31日現在の診療体制などの現況の報告を求めている
もの。

健康推進員
　健康的な生活の実現を目指し、各種講習会で得た知識と技能を生かし、地域におけ
る食生活改善、健康づくり事業への積極的な参加と実践、地域住民への普及啓発活動
を行っているボランティア。
　各市町が実施する「健康推進員養成講座」を受講し、栄養、運動に関する基礎知識
や市町および県の食育推進、健康づくり施策について学習し、市町長名の修了証を得
ている。

高精度放射線治療
　定位放射線治療、強度変調放射線治療、粒子線治療など、専用の装置、治療技術を
用いることで、標的とする腫瘍の領域に精度高く放射線を集中させて治療する最新の
放射線治療法の総称。

個別勧奨・再勧奨
　住民に郵送、電話、個別訪問等で受診を促すこと。個別勧奨した住民が、がん検診
を受けてない場合、再度個別勧奨することを再勧奨という。

５年相対生存率
　がんと診断された人のうち５年後に生きている人の割合（５年生存率）が、日本人
全体の５年後に生存している人の割合と比べてどれくらい低いかを表したもの。

在宅医療支援薬局
　医師の指示のもと、医療・介護保険制度を利用して、在宅医療中や通院が困難な場
合は訪問し、薬の説明や管理、服薬指導などの療養や治療の支援を行う薬剤師がいる
薬局のこと。

在宅ホスピス薬剤師
　滋賀県薬剤師会の認定制度で、平成20年（2008年）から実施。在宅医療の場にお
いて他の医療従事者と協働し貢献できる「緩和ケア」・「麻薬や使用時の症状」・
「地域連携」等のカリキュラムを修了した薬剤師のこと。

在宅療養支援診療所
　一定の診療報酬上の評価のもとに、24時間連絡を受ける医師または看護職員を配
置し、24時間の往診および訪問看護の提供が可能な体制を確保するとともに、当該
診療所において、または他の医療機関との連携により在宅療養患者の緊急入院を受け
入れる体制を確保しているなどの要件を満たした診療所のこと。

滋賀産業保健総合支援センター
　独立行政法人労働者健康安全機構が、産業医、産業看護職、衛生管理者等の産業保
健関係者を支援するとともに、事業主等に対し職場の健康管理への啓発を行うことを
目的として都道府県に１か所設置している。

事業評価のためのがん検診チェックリスト
　平成20年（2008年）に厚生労働省が精度管理の指標として作成したもの。
 各種がん検診システムが適正に運用されているかを確認するためのもので、がん検
診が正しく運用されるための基本的条件を示している。各種がん検診について、市区
町村用、検診実施機関用、都道府県用の3つのバージョンがある。

死亡率（死因別）
　人口に対する一定の時間内（通常１年）における死亡数を人口で割ったもので、こ
の計画では、人口は10万人当たり（10万対）を用いており、次の式で算出される。
　　　　　　　　　　　　

 
集学的治療
　１つの治療法だけでは治療効果が上がらないと判断されたとき、他の治療方法を組
み合わせて治療成績を向上させようとする治療法のこと。

術中迅速診断
　手術中に一部の細胞や組織を採取し、病理医が10～15分で、腫瘍が良性か悪性か
などについて診断すること。このことにより治療の範囲や手術方法を変えたりするこ
とができまる。

シャント発声
　喉頭がんなどで喉頭を摘出して声を出すことが出来なくなったときに気管食道の間
にシャントチューブを挿入することにより、肺からの空気を食道へ伝え発声すること。

就労支援ナビゲーター
　ハローワークに配置。がん診療連携拠点病院などとの連携のもと、個々の患者の希
望や治療状況を踏まえた職業相談・職業紹介、患者の希望する労働条件に応じた求人
の開拓、患者の就職後の職場定着の支援などの就職支援を実施している。また、がん
診療連携拠点病院などへの出張相談による職業相談や労働市場、求人情報などの雇
用関係情報の提供も行っている。

診療ガイドライン
　医療現場において適切な診断と治療を補助することを目的として、厚生労働科学研
究費補助金診療ガイドライン作成班または学会等により「根拠に基づいた医療」に則
って、予防から診断、治療、リハビリテーションに至るまで、医師と患者の合意の上
で最善の診療方法を選択できるよう支援するために作られた文書のこと。

スキルス胃がん
　胃の壁の中をしみこむように浸潤し、粘膜の表面にはあまりあらわれないため、内
視鏡検査でも診断が難しいことがある。また、転移の頻度が高いため予後が悪い傾向
にある。

スクリーニング
　ある集団から特定の個人や集団を導き出すふるい分けの検査や選別のこと。なんら
かの援助や治療が必要な個人や集団を導き出すのが目的。

セカンドオピニオン
　患者が検査や治療を受けるにあたって、主治医以外の医師に求めた「意見」、また
は「意見を求める行為」のこと。

全国がん登録
　日本でがんと診断されたすべての人のデータを、国で1つにまとめて集計・分析・
管理する仕組みで、平成28年（2016年）1月1日がん登録等の推進に関する法律の施
行とともに開始された。
 罹患率の測定、受療状況の把握、生存率の測定、がん予防や医療活動の評価、医療
機関におけるがん医療の評価の援助および研究を行うことを目的としているもの。

全人的苦痛　
　がん患者と家族が抱える身体的苦痛、精神心理的苦痛、就労や経済負担などの社会
的苦痛など様々な苦痛のこと。

ＳＴＡＳ－Ｊ評価
　Support Team Assessment Scheduleの日本語版の略で、ホスピス・緩和ケアにお
ける９つの項目からなる評価尺度のこと。

ダヴィンチ外科手術システム
　1990年代に米国で開発された。小さな創から内視鏡カメラとロボットアームを挿
入し、内視鏡手術を行う。手術者は３Ｄモニター画面を見ながらロボットアームを操
作して手術を行う高度な低侵襲手術システム。

地域がん登録
　平成29年（2016年）１月全国がん登録が開始されるまで、滋賀県に居住するすべ
てのがん患者について、発症から治療、死亡に至るまでの全過程の医療情報を多方面
より集め、個々の患者ごとに集約したもの。目的は全国がん登録と同様。

地域連携クリティカルパス
　医療機関から在宅へ安心して戻れるよう切れ目のない医療を提供するため、急性期

から回復期、維持期にいたる医療連携クリティカルパス（共同でつくる診療計画）に
保健福祉サービスを含め、関係者と利用者が共同して作成するケア計画のこと。
　（参考）クリティカルパスとは、入院から退院までの計画であり、検査の予定や治
　　　　　療の内容、リハビリテーションの計画、いつ頃どの様な状態になれば退院
　　　　　することができるかなどを分かりやすく一覧表にしたもの。
　「地域連携クリニカルパス」の名称の使用も広がっているが、この計画では「地域
連携クリティカルパス」を用いる。

治　験
　国が審査して「くすり」を承認するに当たり、「くすりの候補」の開発の最終段階
では、健康な人や患者さんの協力によって、人での効果と安全性を調べることが必要
です。「くすりの候補」を用いて国の承認を得るための成績を集める臨床試験のこと。

低侵襲手術
　皮膚の切る範囲を小さくし、出血を少なくし、手術時間が短いなど体に負担の少な
い手術のこと。その中心が鏡視下手術。

特定機能病院
　①高度の医療の提供、開発・評価、研修を実施する能力を有すること、②紹介率
50％以上かつ逆紹介率40％以上、③病床数が400床以上あること、④医師・看護師、
薬剤師等の手厚い人員配置、⑤集中治療室等の構造設備を有すること、診療科が16
以上あること、等の要件をすべて満たすものとして、厚生労働大臣が承認した病院
のこと。

ＤＰＣ
　DPCとは「Diagnosis Procedure Combination」のことで、diagnosis（診断）と
Procedure（治療・処置）のCombination（組み合わせ）の略称。平成15年
（2003）に新しい診療報酬制度として始まった。
 従来の診療行為ごとの点数をもとに計算する「出来高払い方式」とは異なり、入院
期間中に治療した病気の中で最も医療資源を投入した一疾患のみに厚生労働省が定め
た１日当たりの定額の点と従来どおりのＤＰＣにより包括されない出来高評価部分
（手術、胃カメラ、リハビリ等）を組み合わせて計算する方式のこと。

二次がん
　がんが治癒した後に、別のがんを発症すること。抗がん剤による薬物療法や放射線
治療による細胞への障害が二次がんの発症リスクになると考えられる。

妊孕性温存（にんようせいおんぞん）
　妊孕性とは、妊娠のしやすさのこと。がんの治療として、手術療法、化学療法や放
射線療法を行うことで、この妊孕性が低下したり、不妊になることがある。妊孕性温

存とは、妊孕性に影響を及ぼす治療を受ける前に、精子や卵子、卵巣組織などの凍結
保存を行うこと。

年齢調整死亡率
　年齢構成が著しく異なった集団の死亡率や、特定の年齢層に偏在する死因別死亡率
などを比較する場合、年齢構成の差を取り除く必要がある。それを取り除くひとつの
方法として年齢調整死亡率があり、次の式で算出される。

　基準となる人口は昭和60年モデル人口を用い、死因別の場合は、人口10万人当た
り（10万対）で表す。

年齢調整罹患率
　年齢構成が異なる集団の間で罹患率を比較する場合や、同じ集団で罹患率の年次推
移を見る場合に年齢調整罹患率を用いる。

　基準となる人口は昭和60年モデル人口を用い、通例人口10万人あたりで表す。

バリアンス
　クリティカルパスのアウトカム（達成目標）が達成されなかったこと。

晩期合併症
　小児がんの治療が終了してから、成長や時間の経過に伴って、がんの影響や、薬物
療法、放射線治療など治療の影響によって生じる合併症のこと。成長障害、臓器障害、
二次がんなどが生じる。

ピアサポーター
　がん患者当事者の立場でお互いの苦しさ、辛さを話しあうことにより、辛さを分か
ち合い、助言しあう人。

標準化死亡比
　年齢構成が著しく異なった集団の死亡率や、特定の年齢層に偏在する死因別死亡率
などを比較する場合、年齢構成の差を取り除く必要がある。それを取り除くひとつの
方法として標準化死亡比があり、次の式で算出される。

 

　基準となる人口集団に全国を用いた場合、全国＝100となり、その地域の標準化死
亡比が100より大きい場合、全国より高く、100より小さい場合、全国より低いことを
示す。

標準的治療
　科学的根拠に基づき、適正な臨床試験をベースにした治療法を比較して、どちらが
より生存期間を延ばすか、より再発期間を遅らせるか、よりがんの塊を小さくさせる
か、あるいはより副作用が少ないかなどを検証の結果、その時点で最も効果が高いと
されている治療のこと。これは主に手術、化学療法、放射線治療を組み合わせたもの。

包括連携協定
　県と民間企業や団体等が、相互に連携・協力しながら協働事業に取り組むための協
定。

母子感染
　母親から病原体（ウイルス等）が胎盤、産道、母乳を通じて胎児または新生児に感
染すること。

免疫チェックポイント阻害剤
　がん細胞を攻撃するT細胞の働きにブレーキをかけている蛋白質であるPD-1と
PD-L1の結合を阻止することで、PD-L1により抑えられていたT細胞の働きを活性化
することで抗腫瘍効果を発揮させる薬のこと。

免疫療法
　体の免疫を強めることにより、がん細胞を排除する治療法のことで、有効な免疫療
法は、免疫チェックポイント阻害剤を用いた免疫抑制阻害療法、インターフェロン等
を用いたサイトカイン療法、免疫賦活剤を用いたＢＰＭ療法がある。

薬物療法
　化学療法とは、抗がん剤を用いてがんを治療することを言う。抗がん剤には、癌細
胞の増殖を抑えたり、再発や転移を防いだりする効果がある。近年は分子標的薬によ
る治療も含んだ「薬物療法」と呼ぶことも多い。

有効性評価に基づくがん検診ガイドライン
　平成15年度（2003年度）から、日本独自のがん検診ガイドラインの作成手順を定
式化している。科学的根拠となる文献を抽出し、系統的総括を行い、死亡率減少効果
についての証拠のレベルを判定する。さらに推奨グレードを決定する。系統的総括
の結果に基づき、各検診方法の死亡率減少効果と不利益に関する科学的根拠を整理

し、わが国における対策型検診と任意型検診の実施について、推奨として総括した
もの。

罹　患
　がんなどの病気にかかること。

リニアック
　加速装置の一つでLinear accelerator（直線加速装置）の略称。これにより発生さ
せる高エネルギー放射線であるX線や電子線が、現在主に放射線治療に用いられるた
めに、リニアック放射線治療装置自体をリニアックと呼ぶことも多い。

粒子線治療
　粒子線治療には、陽子線と重粒子線が用いられている。体内で高線量域を形成して
がん病巣に放射線を集中して選択的に照射することが可能な高精度放射線治療の一つ。

臨床試験
　新しい薬や手術、放射線治療などを用いた新しい治療などに対して、その効果や安
全性について確認するために行われる試験のこと。

臨床進行度
　地域がん登録では、がんと診断された時点における病巣の広がりを、上皮内がん
（がんが表層にとどまり、他臓器へ浸潤・転移する可能性のないもの）、限局（がん
が原発臓器に限局しているもの）、所属リンパ節転移（原発臓器の所属リンパ節への
転移を伴うが、隣接臓器への浸潤がないもの）、隣接臓器浸潤（隣接する臓器に直
接浸潤しているが、遠隔転移がないもの）、遠隔転移（遠隔臓器、遠隔リンパ節な
どに転移・浸潤があるもの）に分類している。

リンパ節郭清
　手術の際に、がんを取り除くだけでなく、がんの周辺にあるリンパ節を切除すること。

リンパ浮腫
　手術でリンパ節を取り除いたり放射線治療によってリンパの流れが停滞することで、
腕や脚がむくむこと。

レジメン
　抗がん剤、輸液、制吐剤などの種類や量、期間などの投与に関する時系列的な治療
計画のこと。

は　行
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の高いがん医療を提供することができるよう、全国で指定された「がん診療連携拠点
病院」に対して、毎年１回10月31日現在の診療体制などの現況の報告を求めている
もの。

健康推進員
　健康的な生活の実現を目指し、各種講習会で得た知識と技能を生かし、地域におけ
る食生活改善、健康づくり事業への積極的な参加と実践、地域住民への普及啓発活動
を行っているボランティア。
　各市町が実施する「健康推進員養成講座」を受講し、栄養、運動に関する基礎知識
や市町および県の食育推進、健康づくり施策について学習し、市町長名の修了証を得
ている。

高精度放射線治療
　定位放射線治療、強度変調放射線治療、粒子線治療など、専用の装置、治療技術を
用いることで、標的とする腫瘍の領域に精度高く放射線を集中させて治療する最新の
放射線治療法の総称。

個別勧奨・再勧奨
　住民に郵送、電話、個別訪問等で受診を促すこと。個別勧奨した住民が、がん検診
を受けてない場合、再度個別勧奨することを再勧奨という。

５年相対生存率
　がんと診断された人のうち５年後に生きている人の割合（５年生存率）が、日本人
全体の５年後に生存している人の割合と比べてどれくらい低いかを表したもの。

在宅医療支援薬局
　医師の指示のもと、医療・介護保険制度を利用して、在宅医療中や通院が困難な場
合は訪問し、薬の説明や管理、服薬指導などの療養や治療の支援を行う薬剤師がいる
薬局のこと。

在宅ホスピス薬剤師
　滋賀県薬剤師会の認定制度で、平成20年（2008年）から実施。在宅医療の場にお
いて他の医療従事者と協働し貢献できる「緩和ケア」・「麻薬や使用時の症状」・
「地域連携」等のカリキュラムを修了した薬剤師のこと。

在宅療養支援診療所
　一定の診療報酬上の評価のもとに、24時間連絡を受ける医師または看護職員を配
置し、24時間の往診および訪問看護の提供が可能な体制を確保するとともに、当該
診療所において、または他の医療機関との連携により在宅療養患者の緊急入院を受け
入れる体制を確保しているなどの要件を満たした診療所のこと。

滋賀産業保健総合支援センター
　独立行政法人労働者健康安全機構が、産業医、産業看護職、衛生管理者等の産業保
健関係者を支援するとともに、事業主等に対し職場の健康管理への啓発を行うことを
目的として都道府県に１か所設置している。

事業評価のためのがん検診チェックリスト
　平成20年（2008年）に厚生労働省が精度管理の指標として作成したもの。
 各種がん検診システムが適正に運用されているかを確認するためのもので、がん検
診が正しく運用されるための基本的条件を示している。各種がん検診について、市区
町村用、検診実施機関用、都道府県用の3つのバージョンがある。

死亡率（死因別）
　人口に対する一定の時間内（通常１年）における死亡数を人口で割ったもので、こ
の計画では、人口は10万人当たり（10万対）を用いており、次の式で算出される。
　　　　　　　　　　　　

 
集学的治療
　１つの治療法だけでは治療効果が上がらないと判断されたとき、他の治療方法を組
み合わせて治療成績を向上させようとする治療法のこと。

術中迅速診断
　手術中に一部の細胞や組織を採取し、病理医が10～15分で、腫瘍が良性か悪性か
などについて診断すること。このことにより治療の範囲や手術方法を変えたりするこ
とができまる。

シャント発声
　喉頭がんなどで喉頭を摘出して声を出すことが出来なくなったときに気管食道の間
にシャントチューブを挿入することにより、肺からの空気を食道へ伝え発声すること。

就労支援ナビゲーター
　ハローワークに配置。がん診療連携拠点病院などとの連携のもと、個々の患者の希
望や治療状況を踏まえた職業相談・職業紹介、患者の希望する労働条件に応じた求人
の開拓、患者の就職後の職場定着の支援などの就職支援を実施している。また、がん
診療連携拠点病院などへの出張相談による職業相談や労働市場、求人情報などの雇
用関係情報の提供も行っている。

診療ガイドライン
　医療現場において適切な診断と治療を補助することを目的として、厚生労働科学研
究費補助金診療ガイドライン作成班または学会等により「根拠に基づいた医療」に則
って、予防から診断、治療、リハビリテーションに至るまで、医師と患者の合意の上
で最善の診療方法を選択できるよう支援するために作られた文書のこと。

スキルス胃がん
　胃の壁の中をしみこむように浸潤し、粘膜の表面にはあまりあらわれないため、内
視鏡検査でも診断が難しいことがある。また、転移の頻度が高いため予後が悪い傾向
にある。

スクリーニング
　ある集団から特定の個人や集団を導き出すふるい分けの検査や選別のこと。なんら
かの援助や治療が必要な個人や集団を導き出すのが目的。

セカンドオピニオン
　患者が検査や治療を受けるにあたって、主治医以外の医師に求めた「意見」、また
は「意見を求める行為」のこと。

全国がん登録
　日本でがんと診断されたすべての人のデータを、国で1つにまとめて集計・分析・
管理する仕組みで、平成28年（2016年）1月1日がん登録等の推進に関する法律の施
行とともに開始された。
 罹患率の測定、受療状況の把握、生存率の測定、がん予防や医療活動の評価、医療
機関におけるがん医療の評価の援助および研究を行うことを目的としているもの。

全人的苦痛　
　がん患者と家族が抱える身体的苦痛、精神心理的苦痛、就労や経済負担などの社会
的苦痛など様々な苦痛のこと。

ＳＴＡＳ－Ｊ評価
　Support Team Assessment Scheduleの日本語版の略で、ホスピス・緩和ケアにお
ける９つの項目からなる評価尺度のこと。

ダヴィンチ外科手術システム
　1990年代に米国で開発された。小さな創から内視鏡カメラとロボットアームを挿
入し、内視鏡手術を行う。手術者は３Ｄモニター画面を見ながらロボットアームを操
作して手術を行う高度な低侵襲手術システム。

地域がん登録
　平成29年（2016年）１月全国がん登録が開始されるまで、滋賀県に居住するすべ
てのがん患者について、発症から治療、死亡に至るまでの全過程の医療情報を多方面
より集め、個々の患者ごとに集約したもの。目的は全国がん登録と同様。

地域連携クリティカルパス
　医療機関から在宅へ安心して戻れるよう切れ目のない医療を提供するため、急性期

から回復期、維持期にいたる医療連携クリティカルパス（共同でつくる診療計画）に
保健福祉サービスを含め、関係者と利用者が共同して作成するケア計画のこと。
　（参考）クリティカルパスとは、入院から退院までの計画であり、検査の予定や治
　　　　　療の内容、リハビリテーションの計画、いつ頃どの様な状態になれば退院
　　　　　することができるかなどを分かりやすく一覧表にしたもの。
　「地域連携クリニカルパス」の名称の使用も広がっているが、この計画では「地域
連携クリティカルパス」を用いる。

治　験
　国が審査して「くすり」を承認するに当たり、「くすりの候補」の開発の最終段階
では、健康な人や患者さんの協力によって、人での効果と安全性を調べることが必要
です。「くすりの候補」を用いて国の承認を得るための成績を集める臨床試験のこと。

低侵襲手術
　皮膚の切る範囲を小さくし、出血を少なくし、手術時間が短いなど体に負担の少な
い手術のこと。その中心が鏡視下手術。

特定機能病院
　①高度の医療の提供、開発・評価、研修を実施する能力を有すること、②紹介率
50％以上かつ逆紹介率40％以上、③病床数が400床以上あること、④医師・看護師、
薬剤師等の手厚い人員配置、⑤集中治療室等の構造設備を有すること、診療科が16
以上あること、等の要件をすべて満たすものとして、厚生労働大臣が承認した病院
のこと。

ＤＰＣ
　DPCとは「Diagnosis Procedure Combination」のことで、diagnosis（診断）と
Procedure（治療・処置）のCombination（組み合わせ）の略称。平成15年
（2003）に新しい診療報酬制度として始まった。
 従来の診療行為ごとの点数をもとに計算する「出来高払い方式」とは異なり、入院
期間中に治療した病気の中で最も医療資源を投入した一疾患のみに厚生労働省が定め
た１日当たりの定額の点と従来どおりのＤＰＣにより包括されない出来高評価部分
（手術、胃カメラ、リハビリ等）を組み合わせて計算する方式のこと。

二次がん
　がんが治癒した後に、別のがんを発症すること。抗がん剤による薬物療法や放射線
治療による細胞への障害が二次がんの発症リスクになると考えられる。

妊孕性温存（にんようせいおんぞん）
　妊孕性とは、妊娠のしやすさのこと。がんの治療として、手術療法、化学療法や放
射線療法を行うことで、この妊孕性が低下したり、不妊になることがある。妊孕性温

存とは、妊孕性に影響を及ぼす治療を受ける前に、精子や卵子、卵巣組織などの凍結
保存を行うこと。

年齢調整死亡率
　年齢構成が著しく異なった集団の死亡率や、特定の年齢層に偏在する死因別死亡率
などを比較する場合、年齢構成の差を取り除く必要がある。それを取り除くひとつの
方法として年齢調整死亡率があり、次の式で算出される。

　基準となる人口は昭和60年モデル人口を用い、死因別の場合は、人口10万人当た
り（10万対）で表す。

年齢調整罹患率
　年齢構成が異なる集団の間で罹患率を比較する場合や、同じ集団で罹患率の年次推
移を見る場合に年齢調整罹患率を用いる。

　基準となる人口は昭和60年モデル人口を用い、通例人口10万人あたりで表す。

バリアンス
　クリティカルパスのアウトカム（達成目標）が達成されなかったこと。

晩期合併症
　小児がんの治療が終了してから、成長や時間の経過に伴って、がんの影響や、薬物
療法、放射線治療など治療の影響によって生じる合併症のこと。成長障害、臓器障害、
二次がんなどが生じる。

ピアサポーター
　がん患者当事者の立場でお互いの苦しさ、辛さを話しあうことにより、辛さを分か
ち合い、助言しあう人。

標準化死亡比
　年齢構成が著しく異なった集団の死亡率や、特定の年齢層に偏在する死因別死亡率
などを比較する場合、年齢構成の差を取り除く必要がある。それを取り除くひとつの
方法として標準化死亡比があり、次の式で算出される。

 

　基準となる人口集団に全国を用いた場合、全国＝100となり、その地域の標準化死
亡比が100より大きい場合、全国より高く、100より小さい場合、全国より低いことを
示す。

標準的治療
　科学的根拠に基づき、適正な臨床試験をベースにした治療法を比較して、どちらが
より生存期間を延ばすか、より再発期間を遅らせるか、よりがんの塊を小さくさせる
か、あるいはより副作用が少ないかなどを検証の結果、その時点で最も効果が高いと
されている治療のこと。これは主に手術、化学療法、放射線治療を組み合わせたもの。

包括連携協定
　県と民間企業や団体等が、相互に連携・協力しながら協働事業に取り組むための協
定。

母子感染
　母親から病原体（ウイルス等）が胎盤、産道、母乳を通じて胎児または新生児に感
染すること。

免疫チェックポイント阻害剤
　がん細胞を攻撃するT細胞の働きにブレーキをかけている蛋白質であるPD-1と
PD-L1の結合を阻止することで、PD-L1により抑えられていたT細胞の働きを活性化
することで抗腫瘍効果を発揮させる薬のこと。

免疫療法
　体の免疫を強めることにより、がん細胞を排除する治療法のことで、有効な免疫療
法は、免疫チェックポイント阻害剤を用いた免疫抑制阻害療法、インターフェロン等
を用いたサイトカイン療法、免疫賦活剤を用いたＢＰＭ療法がある。

薬物療法
　化学療法とは、抗がん剤を用いてがんを治療することを言う。抗がん剤には、癌細
胞の増殖を抑えたり、再発や転移を防いだりする効果がある。近年は分子標的薬によ
る治療も含んだ「薬物療法」と呼ぶことも多い。

有効性評価に基づくがん検診ガイドライン
　平成15年度（2003年度）から、日本独自のがん検診ガイドラインの作成手順を定
式化している。科学的根拠となる文献を抽出し、系統的総括を行い、死亡率減少効果
についての証拠のレベルを判定する。さらに推奨グレードを決定する。系統的総括
の結果に基づき、各検診方法の死亡率減少効果と不利益に関する科学的根拠を整理

し、わが国における対策型検診と任意型検診の実施について、推奨として総括した
もの。

罹　患
　がんなどの病気にかかること。

リニアック
　加速装置の一つでLinear accelerator（直線加速装置）の略称。これにより発生さ
せる高エネルギー放射線であるX線や電子線が、現在主に放射線治療に用いられるた
めに、リニアック放射線治療装置自体をリニアックと呼ぶことも多い。

粒子線治療
　粒子線治療には、陽子線と重粒子線が用いられている。体内で高線量域を形成して
がん病巣に放射線を集中して選択的に照射することが可能な高精度放射線治療の一つ。

臨床試験
　新しい薬や手術、放射線治療などを用いた新しい治療などに対して、その効果や安
全性について確認するために行われる試験のこと。

臨床進行度
　地域がん登録では、がんと診断された時点における病巣の広がりを、上皮内がん
（がんが表層にとどまり、他臓器へ浸潤・転移する可能性のないもの）、限局（がん
が原発臓器に限局しているもの）、所属リンパ節転移（原発臓器の所属リンパ節への
転移を伴うが、隣接臓器への浸潤がないもの）、隣接臓器浸潤（隣接する臓器に直
接浸潤しているが、遠隔転移がないもの）、遠隔転移（遠隔臓器、遠隔リンパ節な
どに転移・浸潤があるもの）に分類している。

リンパ節郭清
　手術の際に、がんを取り除くだけでなく、がんの周辺にあるリンパ節を切除すること。

リンパ浮腫
　手術でリンパ節を取り除いたり放射線治療によってリンパの流れが停滞することで、
腕や脚がむくむこと。

レジメン
　抗がん剤、輸液、制吐剤などの種類や量、期間などの投与に関する時系列的な治療
計画のこと。

ま　行

や　行
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の高いがん医療を提供することができるよう、全国で指定された「がん診療連携拠点
病院」に対して、毎年１回10月31日現在の診療体制などの現況の報告を求めている
もの。

健康推進員
　健康的な生活の実現を目指し、各種講習会で得た知識と技能を生かし、地域におけ
る食生活改善、健康づくり事業への積極的な参加と実践、地域住民への普及啓発活動
を行っているボランティア。
　各市町が実施する「健康推進員養成講座」を受講し、栄養、運動に関する基礎知識
や市町および県の食育推進、健康づくり施策について学習し、市町長名の修了証を得
ている。

高精度放射線治療
　定位放射線治療、強度変調放射線治療、粒子線治療など、専用の装置、治療技術を
用いることで、標的とする腫瘍の領域に精度高く放射線を集中させて治療する最新の
放射線治療法の総称。

個別勧奨・再勧奨
　住民に郵送、電話、個別訪問等で受診を促すこと。個別勧奨した住民が、がん検診
を受けてない場合、再度個別勧奨することを再勧奨という。

５年相対生存率
　がんと診断された人のうち５年後に生きている人の割合（５年生存率）が、日本人
全体の５年後に生存している人の割合と比べてどれくらい低いかを表したもの。

在宅医療支援薬局
　医師の指示のもと、医療・介護保険制度を利用して、在宅医療中や通院が困難な場
合は訪問し、薬の説明や管理、服薬指導などの療養や治療の支援を行う薬剤師がいる
薬局のこと。

在宅ホスピス薬剤師
　滋賀県薬剤師会の認定制度で、平成20年（2008年）から実施。在宅医療の場にお
いて他の医療従事者と協働し貢献できる「緩和ケア」・「麻薬や使用時の症状」・
「地域連携」等のカリキュラムを修了した薬剤師のこと。

在宅療養支援診療所
　一定の診療報酬上の評価のもとに、24時間連絡を受ける医師または看護職員を配
置し、24時間の往診および訪問看護の提供が可能な体制を確保するとともに、当該
診療所において、または他の医療機関との連携により在宅療養患者の緊急入院を受け
入れる体制を確保しているなどの要件を満たした診療所のこと。

滋賀産業保健総合支援センター
　独立行政法人労働者健康安全機構が、産業医、産業看護職、衛生管理者等の産業保
健関係者を支援するとともに、事業主等に対し職場の健康管理への啓発を行うことを
目的として都道府県に１か所設置している。

事業評価のためのがん検診チェックリスト
　平成20年（2008年）に厚生労働省が精度管理の指標として作成したもの。
 各種がん検診システムが適正に運用されているかを確認するためのもので、がん検
診が正しく運用されるための基本的条件を示している。各種がん検診について、市区
町村用、検診実施機関用、都道府県用の3つのバージョンがある。

死亡率（死因別）
　人口に対する一定の時間内（通常１年）における死亡数を人口で割ったもので、こ
の計画では、人口は10万人当たり（10万対）を用いており、次の式で算出される。
　　　　　　　　　　　　

 
集学的治療
　１つの治療法だけでは治療効果が上がらないと判断されたとき、他の治療方法を組
み合わせて治療成績を向上させようとする治療法のこと。

術中迅速診断
　手術中に一部の細胞や組織を採取し、病理医が10～15分で、腫瘍が良性か悪性か
などについて診断すること。このことにより治療の範囲や手術方法を変えたりするこ
とができまる。

シャント発声
　喉頭がんなどで喉頭を摘出して声を出すことが出来なくなったときに気管食道の間
にシャントチューブを挿入することにより、肺からの空気を食道へ伝え発声すること。

就労支援ナビゲーター
　ハローワークに配置。がん診療連携拠点病院などとの連携のもと、個々の患者の希
望や治療状況を踏まえた職業相談・職業紹介、患者の希望する労働条件に応じた求人
の開拓、患者の就職後の職場定着の支援などの就職支援を実施している。また、がん
診療連携拠点病院などへの出張相談による職業相談や労働市場、求人情報などの雇
用関係情報の提供も行っている。

診療ガイドライン
　医療現場において適切な診断と治療を補助することを目的として、厚生労働科学研
究費補助金診療ガイドライン作成班または学会等により「根拠に基づいた医療」に則
って、予防から診断、治療、リハビリテーションに至るまで、医師と患者の合意の上
で最善の診療方法を選択できるよう支援するために作られた文書のこと。

スキルス胃がん
　胃の壁の中をしみこむように浸潤し、粘膜の表面にはあまりあらわれないため、内
視鏡検査でも診断が難しいことがある。また、転移の頻度が高いため予後が悪い傾向
にある。

スクリーニング
　ある集団から特定の個人や集団を導き出すふるい分けの検査や選別のこと。なんら
かの援助や治療が必要な個人や集団を導き出すのが目的。

セカンドオピニオン
　患者が検査や治療を受けるにあたって、主治医以外の医師に求めた「意見」、また
は「意見を求める行為」のこと。

全国がん登録
　日本でがんと診断されたすべての人のデータを、国で1つにまとめて集計・分析・
管理する仕組みで、平成28年（2016年）1月1日がん登録等の推進に関する法律の施
行とともに開始された。
 罹患率の測定、受療状況の把握、生存率の測定、がん予防や医療活動の評価、医療
機関におけるがん医療の評価の援助および研究を行うことを目的としているもの。

全人的苦痛　
　がん患者と家族が抱える身体的苦痛、精神心理的苦痛、就労や経済負担などの社会
的苦痛など様々な苦痛のこと。

ＳＴＡＳ－Ｊ評価
　Support Team Assessment Scheduleの日本語版の略で、ホスピス・緩和ケアにお
ける９つの項目からなる評価尺度のこと。

ダヴィンチ外科手術システム
　1990年代に米国で開発された。小さな創から内視鏡カメラとロボットアームを挿
入し、内視鏡手術を行う。手術者は３Ｄモニター画面を見ながらロボットアームを操
作して手術を行う高度な低侵襲手術システム。

地域がん登録
　平成29年（2016年）１月全国がん登録が開始されるまで、滋賀県に居住するすべ
てのがん患者について、発症から治療、死亡に至るまでの全過程の医療情報を多方面
より集め、個々の患者ごとに集約したもの。目的は全国がん登録と同様。

地域連携クリティカルパス
　医療機関から在宅へ安心して戻れるよう切れ目のない医療を提供するため、急性期

から回復期、維持期にいたる医療連携クリティカルパス（共同でつくる診療計画）に
保健福祉サービスを含め、関係者と利用者が共同して作成するケア計画のこと。
　（参考）クリティカルパスとは、入院から退院までの計画であり、検査の予定や治
　　　　　療の内容、リハビリテーションの計画、いつ頃どの様な状態になれば退院
　　　　　することができるかなどを分かりやすく一覧表にしたもの。
　「地域連携クリニカルパス」の名称の使用も広がっているが、この計画では「地域
連携クリティカルパス」を用いる。

治　験
　国が審査して「くすり」を承認するに当たり、「くすりの候補」の開発の最終段階
では、健康な人や患者さんの協力によって、人での効果と安全性を調べることが必要
です。「くすりの候補」を用いて国の承認を得るための成績を集める臨床試験のこと。

低侵襲手術
　皮膚の切る範囲を小さくし、出血を少なくし、手術時間が短いなど体に負担の少な
い手術のこと。その中心が鏡視下手術。

特定機能病院
　①高度の医療の提供、開発・評価、研修を実施する能力を有すること、②紹介率
50％以上かつ逆紹介率40％以上、③病床数が400床以上あること、④医師・看護師、
薬剤師等の手厚い人員配置、⑤集中治療室等の構造設備を有すること、診療科が16
以上あること、等の要件をすべて満たすものとして、厚生労働大臣が承認した病院
のこと。

ＤＰＣ
　DPCとは「Diagnosis Procedure Combination」のことで、diagnosis（診断）と
Procedure（治療・処置）のCombination（組み合わせ）の略称。平成15年
（2003）に新しい診療報酬制度として始まった。
 従来の診療行為ごとの点数をもとに計算する「出来高払い方式」とは異なり、入院
期間中に治療した病気の中で最も医療資源を投入した一疾患のみに厚生労働省が定め
た１日当たりの定額の点と従来どおりのＤＰＣにより包括されない出来高評価部分
（手術、胃カメラ、リハビリ等）を組み合わせて計算する方式のこと。

二次がん
　がんが治癒した後に、別のがんを発症すること。抗がん剤による薬物療法や放射線
治療による細胞への障害が二次がんの発症リスクになると考えられる。

妊孕性温存（にんようせいおんぞん）
　妊孕性とは、妊娠のしやすさのこと。がんの治療として、手術療法、化学療法や放
射線療法を行うことで、この妊孕性が低下したり、不妊になることがある。妊孕性温

存とは、妊孕性に影響を及ぼす治療を受ける前に、精子や卵子、卵巣組織などの凍結
保存を行うこと。

年齢調整死亡率
　年齢構成が著しく異なった集団の死亡率や、特定の年齢層に偏在する死因別死亡率
などを比較する場合、年齢構成の差を取り除く必要がある。それを取り除くひとつの
方法として年齢調整死亡率があり、次の式で算出される。

　基準となる人口は昭和60年モデル人口を用い、死因別の場合は、人口10万人当た
り（10万対）で表す。

年齢調整罹患率
　年齢構成が異なる集団の間で罹患率を比較する場合や、同じ集団で罹患率の年次推
移を見る場合に年齢調整罹患率を用いる。

　基準となる人口は昭和60年モデル人口を用い、通例人口10万人あたりで表す。

バリアンス
　クリティカルパスのアウトカム（達成目標）が達成されなかったこと。

晩期合併症
　小児がんの治療が終了してから、成長や時間の経過に伴って、がんの影響や、薬物
療法、放射線治療など治療の影響によって生じる合併症のこと。成長障害、臓器障害、
二次がんなどが生じる。

ピアサポーター
　がん患者当事者の立場でお互いの苦しさ、辛さを話しあうことにより、辛さを分か
ち合い、助言しあう人。

標準化死亡比
　年齢構成が著しく異なった集団の死亡率や、特定の年齢層に偏在する死因別死亡率
などを比較する場合、年齢構成の差を取り除く必要がある。それを取り除くひとつの
方法として標準化死亡比があり、次の式で算出される。

 

　基準となる人口集団に全国を用いた場合、全国＝100となり、その地域の標準化死
亡比が100より大きい場合、全国より高く、100より小さい場合、全国より低いことを
示す。

標準的治療
　科学的根拠に基づき、適正な臨床試験をベースにした治療法を比較して、どちらが
より生存期間を延ばすか、より再発期間を遅らせるか、よりがんの塊を小さくさせる
か、あるいはより副作用が少ないかなどを検証の結果、その時点で最も効果が高いと
されている治療のこと。これは主に手術、化学療法、放射線治療を組み合わせたもの。

包括連携協定
　県と民間企業や団体等が、相互に連携・協力しながら協働事業に取り組むための協
定。

母子感染
　母親から病原体（ウイルス等）が胎盤、産道、母乳を通じて胎児または新生児に感
染すること。

免疫チェックポイント阻害剤
　がん細胞を攻撃するT細胞の働きにブレーキをかけている蛋白質であるPD-1と
PD-L1の結合を阻止することで、PD-L1により抑えられていたT細胞の働きを活性化
することで抗腫瘍効果を発揮させる薬のこと。

免疫療法
　体の免疫を強めることにより、がん細胞を排除する治療法のことで、有効な免疫療
法は、免疫チェックポイント阻害剤を用いた免疫抑制阻害療法、インターフェロン等
を用いたサイトカイン療法、免疫賦活剤を用いたＢＰＭ療法がある。

薬物療法
　化学療法とは、抗がん剤を用いてがんを治療することを言う。抗がん剤には、癌細
胞の増殖を抑えたり、再発や転移を防いだりする効果がある。近年は分子標的薬によ
る治療も含んだ「薬物療法」と呼ぶことも多い。

有効性評価に基づくがん検診ガイドライン
　平成15年度（2003年度）から、日本独自のがん検診ガイドラインの作成手順を定
式化している。科学的根拠となる文献を抽出し、系統的総括を行い、死亡率減少効果
についての証拠のレベルを判定する。さらに推奨グレードを決定する。系統的総括
の結果に基づき、各検診方法の死亡率減少効果と不利益に関する科学的根拠を整理

し、わが国における対策型検診と任意型検診の実施について、推奨として総括した
もの。

罹　患
　がんなどの病気にかかること。

リニアック
　加速装置の一つでLinear accelerator（直線加速装置）の略称。これにより発生さ
せる高エネルギー放射線であるX線や電子線が、現在主に放射線治療に用いられるた
めに、リニアック放射線治療装置自体をリニアックと呼ぶことも多い。

粒子線治療
　粒子線治療には、陽子線と重粒子線が用いられている。体内で高線量域を形成して
がん病巣に放射線を集中して選択的に照射することが可能な高精度放射線治療の一つ。

臨床試験
　新しい薬や手術、放射線治療などを用いた新しい治療などに対して、その効果や安
全性について確認するために行われる試験のこと。

臨床進行度
　地域がん登録では、がんと診断された時点における病巣の広がりを、上皮内がん
（がんが表層にとどまり、他臓器へ浸潤・転移する可能性のないもの）、限局（がん
が原発臓器に限局しているもの）、所属リンパ節転移（原発臓器の所属リンパ節への
転移を伴うが、隣接臓器への浸潤がないもの）、隣接臓器浸潤（隣接する臓器に直
接浸潤しているが、遠隔転移がないもの）、遠隔転移（遠隔臓器、遠隔リンパ節な
どに転移・浸潤があるもの）に分類している。

リンパ節郭清
　手術の際に、がんを取り除くだけでなく、がんの周辺にあるリンパ節を切除すること。

リンパ浮腫
　手術でリンパ節を取り除いたり放射線治療によってリンパの流れが停滞することで、
腕や脚がむくむこと。

レジメン
　抗がん剤、輸液、制吐剤などの種類や量、期間などの投与に関する時系列的な治療
計画のこと。

（平成25年12月27日　滋賀県条例第74号）
前文
健康に安心して暮らせる社会を実現することは、私たちみんなの願いである。
　がんは、我が国および滋賀県における死因の１位を占め、男性の２人に１人、女性
の３人に１人が、生涯のうちでがんに罹り患する可能性があると推定されている。が
んは、まさに、県民の生命、健康および生活を脅かす重大な問題となっている。
滋賀県では、がん対策の様々な取組を進めてきたが、がんに罹り患する者は年々増加
する傾向にある。
　こうした状況から、がんの予防を推進し、がん検診の受診率を向上させるとともに、
がん患者本人の意向を十分に尊重した良質ながん医療を提供する体制を整備すること
が、ますます必要になっている。
　このためには、県と市町による啓発活動や保健医療福祉関係者の取組はもちろんの
こと、県民ががんに関する正しい知識を身につけ、がんの予防や早期発見、治療に主
体的に取り組むことが欠かせない。
　さらに、医療の進歩によりがんに罹り患した者の就労、就学等の問題が従来にも増
して大きな課題となっている。がん患者とその家族を社会全体で支え、治療と生活を
両立させることができるための取組を進めることも重要である。
　私たちは、全ての県民が健康に安心して暮らせるよう、がん対策を推進することを
決意し、ここに滋賀県がん対策の推進に関する条例を制定する。

第１章　総則
（目的）
第1条　この条例は、がん対策の推進について、基本理念を定め、県、保健医療福祉
　関係者(がんの予防および早期発見の推進またはがん医療もしくはがん患者に対す
　る介護に従事する者をいう。以下同じ。)、県民および事業者の責務を明らかにす
　るとともに、がん対策の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、
　がん対策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康の保護を図るとともに、
　より安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
（基本理念）
第２条　がん対策は、がんが県民の生命、健康および生活にとって重大な問題となっ
　ている現状に鑑み、がん患者およびその家族を含む県民の立場に立って推進されな
　ければならない。
　２　がん対策は、がんの予防および早期発見のための県民の自主的な取組を促進す
　　るとともに、がん患者が居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適
　　切ながんに係る医療（以下「がん医療」という。）が提供されること等により、
　　がんによる死亡者を減少させることを旨として推進されなければならない。
　３　がん対策は、がんが、身体的苦痛のみならず精神的苦痛、経済的負担その他社
　　会生活全般にわたる苦痛をがん患者およびその家族に与えるものであることに鑑
　　み、その苦痛を可能な限り軽減するとともに、療養生活の質の維持および向上を
　　図り、がん患者が安心して治療を受けながら充実した生活を営むことができる

　　ようにすることを旨として推進されなければならない。
　４　がん対策は、県、保健医療福祉関係者、がん患者およびその家族を含む県民な
　　らびに事業者の適切な役割分担による協働により推進されなければならない。
（県の責務）
第３条　県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、が
　ん対策に関する施策を総合的に策定し、および実施するものとする。
　２　県は、がん対策の推進に当たっては、国、市町、保健医療福祉関係者および患
　　者団体（がん患者、その家族等が組織する団体をいう。以下同じ。）と相互に連
　　携を図るものとする。
　３　県は、がん対策の推進に市町が果たす役割の重要性に鑑み、市町ががん対策に
　　関する施策を策定し、および実施するために必要な助言、支援または調整を行う
　　ものとする。
（保健医療福祉関係者の責務）
第４条　保健医療福祉関係者は、基本理念にのっとり、がんの予防および早期発見の
　推進ならびにがん患者に必要な介護の提供に努めるとともに、がん患者の意向を十
　分尊重した良質ながん医療の提供に努めなければならない。
　２　保健医療福祉関係者は、県が実施するがん対策に関する施策に協力しなければ
　　ならない。
（県民の責務）
第５条　県民は、基本理念にのっとり、がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防
　に必要な注意を払うとともに、がん検診を積極的に受けるよう努めるものとする。
　２　県民は、がん患者およびその家族が置かれている状況を深く認識し、がん患者
　　が安心して治療を受けながら充実した生活を営むことができる社会づくりに寄与
　　するよう努めるものとする。
（事業者の責務）
第６条　事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、がん対
　策に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めるとともに、県が実施するがん
　対策に関する施策に協力しなければならない。

第２章　がんの予防および早期発見の推進
（がんの予防および早期発見の推進）
第７条　県は、がんの予防および早期発見を推進するため、次に掲げる施策を講ずる
　ものとする。
　(１)　喫煙、食生活、運動等の生活習慣、ウイルス等の感染および生活環境が健康
　　　に及ぼす影響その他のがんの予防に関する啓発および知識の普及
　(２)　禁煙に取り組もうとする者への支援
　(３)　がん検診の受診を促進するための施策
　(４)　がん検診の結果の把握、点検および評価の実施その他のがん検診の質の向上
　　　を図るための施策
　(５)　がん検診に従事する者の資質の向上および確保を図るための施策
（受動喫煙の防止）
第８条　県は、学校、病院、官公庁その他の公共性の高い施設において、受動喫煙を

　防止するために必要な施策を講ずるものとする。
　２　事業者は、その事業の用に供する事務所、店舗その他の施設に勤務する者およ
　　び当該施設を利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ず
　　るよう努めなければならない。
　３　県は、前項の規定により事業者が講ずる措置を促進するため、情報の提供その
　　他の必要な支援を行うものとする。
（事業者によるがん検診の受診機会の確保）
第９条　事業者は、その雇用する者のがん検診を受診する機会が確保されるよう、市
　町が実施するがん検診の受診を容易にするための就業環境を整備し、またはがん検
　診を実施するよう努めなければならない。
（がんに関する教育）
第10条　県は、市町と連携し、学校その他の教育機関において児童、生徒および学
　生ががんに関する理解(患者の人権に関するものを含む。)を深めるための教育を推
　進するものとする。

第３章　質の高いがん医療の提供の推進
（医療従事者の確保）
第11条　県は、手術、放射線療法、化学療法、緩和ケア(がん患者の身体的または精
　神的な苦痛の緩和、社会生活上の不安の軽減等を目的とする医療、看護、介護その
　他の行為をいう。以下同じ。)、リハビリテーションその他のがん医療に携わる専
　門性の高い知識および技能を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師、診療放射
　線技師その他の医療従事者が確保されるよう、当該医療従事者の育成、専門性の
　高い知識および技能の習得に対する支援その他必要な施策を講ずるものとする。
(がん医療体制の整備等)
第12条　県は、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく質の高いがん医療
　を受けることができるよう、次に掲げる施策を講ずるものとする。
　(１)　がん診療連携拠点病院およびこれに準じるがん医療等の提供を行う医療機関
　　　の機能の分担の促進
　(２)　前号に規定する医療機関相互間およびこれらと地域における医療機関との連
　　　携協力体制の整備および強化の促進
　(３)　手術、放射線療法および化学的療法を効果的に組み合わせた医療を提供する
　　　体制の整備の支援
　(４)　保健医療福祉関係者が、専門性を生かしつつ、相互に連携しながらがん医療
　　　を提供する体制の整備の支援
　(５)　がん患者の求めに応じて先進的ながん医療が早期かつ適切に提供されるため
　　　に必要な情報提供、助言その他の支援
　(６)　がん医療を行う上で必要な医薬品および医療機器の研究開発を促進するため
　　　の事業者および医療従事者の連携協力体制の整備の支援
（セカンドオピニオン）
第13条　県は、がん患者がセカンドオピニオン(診断または治療に関する担当医師以
　外の医師の意見をいう。)を取得しやすい環境の整備、情報の提供その他の支援を
　行うものとする。

（在宅医療）
第14条　県は、がん患者が居宅または地域で適切ながん医療を受けることができる
　よう、次に掲げる施策を講ずるものとする。
　(１)　在宅でのがん医療およびがん患者に対する介護の提供のための保健医療福祉
　　　関係者相互間の連携協力体制の整備および強化の促進
　(２)　在宅でのがん医療に従事する人材の確保および育成の支援
（骨髄移植および臍さい帯血移植の促進）
第15条　県は、白血病等の血液がんに対し有効な治療法である骨髄移植および臍さ
　い帯血移植を促進するため、保健医療福祉関係者と連携し、骨髄バンク事業および
　臍さい帯血バンク事業に関する啓発および知識の普及その他の必要な施策を講ずる
　ものとする。

第４章　がん患者およびその家族の苦痛の軽減ならびに療養生活の質の維持向上
（緩和ケア）
第16条　県は、がん患者ががんと診断された時からその病状等に応じた緩和ケアを
　受けることができるよう、次に掲げる施策を講ずるものとする。
　(１)　緩和ケアに関する啓発および知識の普及
　(２)　緩和ケアの継続的な提供のための保健医療福祉関係者相互間の連携協力体制
　　　の整備および強化の促進
　(３)　緩和ケアの専門的な知識および技能を有する人材の確保および育成の支援
（相談支援体制）
第17条　県は、がん患者およびその家族を支援するため、市町、保健医療福祉関係
　者、患者団体等と連携し、がん患者およびその家族に対する相談支援体制の充実を
　図るための施策を講ずるものとする。
　２　県は、がんに罹り患した者またはその家族が、その経験を基にがん患者または
　　その家族の相談に応ずる活動を促進するために必要な施策を講ずるものとする。
（がん対策に係る活動の促進）
第18条　県は、患者団体およびがん患者を支援することを主たる目的とする団体が
　行うがん対策に係る活動を促進するために必要な支援を行うよう努めるものとする。
（がんに関する情報の収集および提供）
第19条　県は、がん対策に資する情報を収集し、整理し、および分析するとともに、
　県民に対し、がん医療またはがん患者の療養生活に関する情報その他のがんに関す
　る正確で分かりやすい情報を提供するものとする。

第５章　がん患者およびその家族の安心を支える社会の構築
（就労等の支援）
第20条　県は、がんに罹り患した者の就労、就学および社会活動への参加に資する
　よう、がんの罹り患および治療の現状、治療後の健康の回復等に関し、事業者、そ
　の雇用する者その他県民の理解を深めるための啓発活動を推進するものとする。
　２　県は、がんに罹り患したことによって離職した者に対し、その円滑な再就職を
　　図るため、就労に関する相談、情報の提供その他の必要な支援を行うように努め
　　るものとする。

（事業者の措置）
第21条　事業者は、その雇用する者のうち、本人またはその家族ががんに罹り患し
　た者について、就労を継続しつつがんの治療を受け、および療養し、またはその家
　族を看護することを容易にするための措置を講ずるよう努めるものとする。
　２　県は、前項の規定により事業者が講じる措置を促進するため、医療機関と連携
　　し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
（小児がん患者等に対する支援）
第22条　県は、市町および保健医療福祉関係者と連携し、小児がん患者に対して適
　切ながん医療その他必要な医療が提供され、および適切な教育環境が確保されると
　ともに、小児がん患者およびその家族に対する支援が行われるよう、必要な施策を
　講ずるものとする。

第６章　がん対策の推進
（がん登録）
第23条　県は、効果的ながん対策の立案およびがん医療の水準の向上に資するため、
　がん登録(がん患者のがんの罹り患、転帰その他の状況を把握し、分析するために
　がんに係る情報を登録する制度をいう。)を推進するものとする。
　２　県は、前項の施策を実施するに当たっては、がん患者の個人情報の保護が適切
　に行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
（滋賀県がんと向き合う週間）
第24条　県民および事業者の間に広くがんに関する理解と関心を深めるとともに、
　がんの予防、早期発見等に関する自主的な取組への意欲を高めるため、滋賀県がん
　と向き合う週間を設ける。
　２　滋賀県がんと向き合う週間は、２月４日から同月１０日までとする。
　３　県は、滋賀県がんと向き合う週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努め
　　るものとする。
（推進体制の整備）
第25条　県は、がん対策に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、体制の
　整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
（がん対策推進協議会）
第26条　県、市町、保健医療福祉関係者、患者団体等その他のがん対策に取り組む
　ものは、がん対策の効果的な推進に関し必要な措置について協議するため、がん対
　策推進協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
　２　協議会において協議が整った事項については、協議会の構成員は、その協議の
　　結果を尊重しなければならない。
　３　前２項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
（財政措置）
第27条　県は、がん対策に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ず
　るよう努めるものとする。

付　則
この条例は、公布の日から施行する。

ら　行
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の高いがん医療を提供することができるよう、全国で指定された「がん診療連携拠点
病院」に対して、毎年１回10月31日現在の診療体制などの現況の報告を求めている
もの。

健康推進員
　健康的な生活の実現を目指し、各種講習会で得た知識と技能を生かし、地域におけ
る食生活改善、健康づくり事業への積極的な参加と実践、地域住民への普及啓発活動
を行っているボランティア。
　各市町が実施する「健康推進員養成講座」を受講し、栄養、運動に関する基礎知識
や市町および県の食育推進、健康づくり施策について学習し、市町長名の修了証を得
ている。

高精度放射線治療
　定位放射線治療、強度変調放射線治療、粒子線治療など、専用の装置、治療技術を
用いることで、標的とする腫瘍の領域に精度高く放射線を集中させて治療する最新の
放射線治療法の総称。

個別勧奨・再勧奨
　住民に郵送、電話、個別訪問等で受診を促すこと。個別勧奨した住民が、がん検診
を受けてない場合、再度個別勧奨することを再勧奨という。

５年相対生存率
　がんと診断された人のうち５年後に生きている人の割合（５年生存率）が、日本人
全体の５年後に生存している人の割合と比べてどれくらい低いかを表したもの。

在宅医療支援薬局
　医師の指示のもと、医療・介護保険制度を利用して、在宅医療中や通院が困難な場
合は訪問し、薬の説明や管理、服薬指導などの療養や治療の支援を行う薬剤師がいる
薬局のこと。

在宅ホスピス薬剤師
　滋賀県薬剤師会の認定制度で、平成20年（2008年）から実施。在宅医療の場にお
いて他の医療従事者と協働し貢献できる「緩和ケア」・「麻薬や使用時の症状」・
「地域連携」等のカリキュラムを修了した薬剤師のこと。

在宅療養支援診療所
　一定の診療報酬上の評価のもとに、24時間連絡を受ける医師または看護職員を配
置し、24時間の往診および訪問看護の提供が可能な体制を確保するとともに、当該
診療所において、または他の医療機関との連携により在宅療養患者の緊急入院を受け
入れる体制を確保しているなどの要件を満たした診療所のこと。

滋賀産業保健総合支援センター
　独立行政法人労働者健康安全機構が、産業医、産業看護職、衛生管理者等の産業保
健関係者を支援するとともに、事業主等に対し職場の健康管理への啓発を行うことを
目的として都道府県に１か所設置している。

事業評価のためのがん検診チェックリスト
　平成20年（2008年）に厚生労働省が精度管理の指標として作成したもの。
 各種がん検診システムが適正に運用されているかを確認するためのもので、がん検
診が正しく運用されるための基本的条件を示している。各種がん検診について、市区
町村用、検診実施機関用、都道府県用の3つのバージョンがある。

死亡率（死因別）
　人口に対する一定の時間内（通常１年）における死亡数を人口で割ったもので、こ
の計画では、人口は10万人当たり（10万対）を用いており、次の式で算出される。
　　　　　　　　　　　　

 
集学的治療
　１つの治療法だけでは治療効果が上がらないと判断されたとき、他の治療方法を組
み合わせて治療成績を向上させようとする治療法のこと。

術中迅速診断
　手術中に一部の細胞や組織を採取し、病理医が10～15分で、腫瘍が良性か悪性か
などについて診断すること。このことにより治療の範囲や手術方法を変えたりするこ
とができまる。

シャント発声
　喉頭がんなどで喉頭を摘出して声を出すことが出来なくなったときに気管食道の間
にシャントチューブを挿入することにより、肺からの空気を食道へ伝え発声すること。

就労支援ナビゲーター
　ハローワークに配置。がん診療連携拠点病院などとの連携のもと、個々の患者の希
望や治療状況を踏まえた職業相談・職業紹介、患者の希望する労働条件に応じた求人
の開拓、患者の就職後の職場定着の支援などの就職支援を実施している。また、がん
診療連携拠点病院などへの出張相談による職業相談や労働市場、求人情報などの雇
用関係情報の提供も行っている。

診療ガイドライン
　医療現場において適切な診断と治療を補助することを目的として、厚生労働科学研
究費補助金診療ガイドライン作成班または学会等により「根拠に基づいた医療」に則
って、予防から診断、治療、リハビリテーションに至るまで、医師と患者の合意の上
で最善の診療方法を選択できるよう支援するために作られた文書のこと。

スキルス胃がん
　胃の壁の中をしみこむように浸潤し、粘膜の表面にはあまりあらわれないため、内
視鏡検査でも診断が難しいことがある。また、転移の頻度が高いため予後が悪い傾向
にある。

スクリーニング
　ある集団から特定の個人や集団を導き出すふるい分けの検査や選別のこと。なんら
かの援助や治療が必要な個人や集団を導き出すのが目的。

セカンドオピニオン
　患者が検査や治療を受けるにあたって、主治医以外の医師に求めた「意見」、また
は「意見を求める行為」のこと。

全国がん登録
　日本でがんと診断されたすべての人のデータを、国で1つにまとめて集計・分析・
管理する仕組みで、平成28年（2016年）1月1日がん登録等の推進に関する法律の施
行とともに開始された。
 罹患率の測定、受療状況の把握、生存率の測定、がん予防や医療活動の評価、医療
機関におけるがん医療の評価の援助および研究を行うことを目的としているもの。

全人的苦痛　
　がん患者と家族が抱える身体的苦痛、精神心理的苦痛、就労や経済負担などの社会
的苦痛など様々な苦痛のこと。

ＳＴＡＳ－Ｊ評価
　Support Team Assessment Scheduleの日本語版の略で、ホスピス・緩和ケアにお
ける９つの項目からなる評価尺度のこと。

ダヴィンチ外科手術システム
　1990年代に米国で開発された。小さな創から内視鏡カメラとロボットアームを挿
入し、内視鏡手術を行う。手術者は３Ｄモニター画面を見ながらロボットアームを操
作して手術を行う高度な低侵襲手術システム。

地域がん登録
　平成29年（2016年）１月全国がん登録が開始されるまで、滋賀県に居住するすべ
てのがん患者について、発症から治療、死亡に至るまでの全過程の医療情報を多方面
より集め、個々の患者ごとに集約したもの。目的は全国がん登録と同様。

地域連携クリティカルパス
　医療機関から在宅へ安心して戻れるよう切れ目のない医療を提供するため、急性期

から回復期、維持期にいたる医療連携クリティカルパス（共同でつくる診療計画）に
保健福祉サービスを含め、関係者と利用者が共同して作成するケア計画のこと。
　（参考）クリティカルパスとは、入院から退院までの計画であり、検査の予定や治
　　　　　療の内容、リハビリテーションの計画、いつ頃どの様な状態になれば退院
　　　　　することができるかなどを分かりやすく一覧表にしたもの。
　「地域連携クリニカルパス」の名称の使用も広がっているが、この計画では「地域
連携クリティカルパス」を用いる。

治　験
　国が審査して「くすり」を承認するに当たり、「くすりの候補」の開発の最終段階
では、健康な人や患者さんの協力によって、人での効果と安全性を調べることが必要
です。「くすりの候補」を用いて国の承認を得るための成績を集める臨床試験のこと。

低侵襲手術
　皮膚の切る範囲を小さくし、出血を少なくし、手術時間が短いなど体に負担の少な
い手術のこと。その中心が鏡視下手術。

特定機能病院
　①高度の医療の提供、開発・評価、研修を実施する能力を有すること、②紹介率
50％以上かつ逆紹介率40％以上、③病床数が400床以上あること、④医師・看護師、
薬剤師等の手厚い人員配置、⑤集中治療室等の構造設備を有すること、診療科が16
以上あること、等の要件をすべて満たすものとして、厚生労働大臣が承認した病院
のこと。

ＤＰＣ
　DPCとは「Diagnosis Procedure Combination」のことで、diagnosis（診断）と
Procedure（治療・処置）のCombination（組み合わせ）の略称。平成15年
（2003）に新しい診療報酬制度として始まった。
 従来の診療行為ごとの点数をもとに計算する「出来高払い方式」とは異なり、入院
期間中に治療した病気の中で最も医療資源を投入した一疾患のみに厚生労働省が定め
た１日当たりの定額の点と従来どおりのＤＰＣにより包括されない出来高評価部分
（手術、胃カメラ、リハビリ等）を組み合わせて計算する方式のこと。

二次がん
　がんが治癒した後に、別のがんを発症すること。抗がん剤による薬物療法や放射線
治療による細胞への障害が二次がんの発症リスクになると考えられる。

妊孕性温存（にんようせいおんぞん）
　妊孕性とは、妊娠のしやすさのこと。がんの治療として、手術療法、化学療法や放
射線療法を行うことで、この妊孕性が低下したり、不妊になることがある。妊孕性温

存とは、妊孕性に影響を及ぼす治療を受ける前に、精子や卵子、卵巣組織などの凍結
保存を行うこと。

年齢調整死亡率
　年齢構成が著しく異なった集団の死亡率や、特定の年齢層に偏在する死因別死亡率
などを比較する場合、年齢構成の差を取り除く必要がある。それを取り除くひとつの
方法として年齢調整死亡率があり、次の式で算出される。

　基準となる人口は昭和60年モデル人口を用い、死因別の場合は、人口10万人当た
り（10万対）で表す。

年齢調整罹患率
　年齢構成が異なる集団の間で罹患率を比較する場合や、同じ集団で罹患率の年次推
移を見る場合に年齢調整罹患率を用いる。

　基準となる人口は昭和60年モデル人口を用い、通例人口10万人あたりで表す。

バリアンス
　クリティカルパスのアウトカム（達成目標）が達成されなかったこと。

晩期合併症
　小児がんの治療が終了してから、成長や時間の経過に伴って、がんの影響や、薬物
療法、放射線治療など治療の影響によって生じる合併症のこと。成長障害、臓器障害、
二次がんなどが生じる。

ピアサポーター
　がん患者当事者の立場でお互いの苦しさ、辛さを話しあうことにより、辛さを分か
ち合い、助言しあう人。

標準化死亡比
　年齢構成が著しく異なった集団の死亡率や、特定の年齢層に偏在する死因別死亡率
などを比較する場合、年齢構成の差を取り除く必要がある。それを取り除くひとつの
方法として標準化死亡比があり、次の式で算出される。

 

　基準となる人口集団に全国を用いた場合、全国＝100となり、その地域の標準化死
亡比が100より大きい場合、全国より高く、100より小さい場合、全国より低いことを
示す。

標準的治療
　科学的根拠に基づき、適正な臨床試験をベースにした治療法を比較して、どちらが
より生存期間を延ばすか、より再発期間を遅らせるか、よりがんの塊を小さくさせる
か、あるいはより副作用が少ないかなどを検証の結果、その時点で最も効果が高いと
されている治療のこと。これは主に手術、化学療法、放射線治療を組み合わせたもの。

包括連携協定
　県と民間企業や団体等が、相互に連携・協力しながら協働事業に取り組むための協
定。

母子感染
　母親から病原体（ウイルス等）が胎盤、産道、母乳を通じて胎児または新生児に感
染すること。

免疫チェックポイント阻害剤
　がん細胞を攻撃するT細胞の働きにブレーキをかけている蛋白質であるPD-1と
PD-L1の結合を阻止することで、PD-L1により抑えられていたT細胞の働きを活性化
することで抗腫瘍効果を発揮させる薬のこと。

免疫療法
　体の免疫を強めることにより、がん細胞を排除する治療法のことで、有効な免疫療
法は、免疫チェックポイント阻害剤を用いた免疫抑制阻害療法、インターフェロン等
を用いたサイトカイン療法、免疫賦活剤を用いたＢＰＭ療法がある。

薬物療法
　化学療法とは、抗がん剤を用いてがんを治療することを言う。抗がん剤には、癌細
胞の増殖を抑えたり、再発や転移を防いだりする効果がある。近年は分子標的薬によ
る治療も含んだ「薬物療法」と呼ぶことも多い。

有効性評価に基づくがん検診ガイドライン
　平成15年度（2003年度）から、日本独自のがん検診ガイドラインの作成手順を定
式化している。科学的根拠となる文献を抽出し、系統的総括を行い、死亡率減少効果
についての証拠のレベルを判定する。さらに推奨グレードを決定する。系統的総括
の結果に基づき、各検診方法の死亡率減少効果と不利益に関する科学的根拠を整理

し、わが国における対策型検診と任意型検診の実施について、推奨として総括した
もの。

罹　患
　がんなどの病気にかかること。

リニアック
　加速装置の一つでLinear accelerator（直線加速装置）の略称。これにより発生さ
せる高エネルギー放射線であるX線や電子線が、現在主に放射線治療に用いられるた
めに、リニアック放射線治療装置自体をリニアックと呼ぶことも多い。

粒子線治療
　粒子線治療には、陽子線と重粒子線が用いられている。体内で高線量域を形成して
がん病巣に放射線を集中して選択的に照射することが可能な高精度放射線治療の一つ。

臨床試験
　新しい薬や手術、放射線治療などを用いた新しい治療などに対して、その効果や安
全性について確認するために行われる試験のこと。

臨床進行度
　地域がん登録では、がんと診断された時点における病巣の広がりを、上皮内がん
（がんが表層にとどまり、他臓器へ浸潤・転移する可能性のないもの）、限局（がん
が原発臓器に限局しているもの）、所属リンパ節転移（原発臓器の所属リンパ節への
転移を伴うが、隣接臓器への浸潤がないもの）、隣接臓器浸潤（隣接する臓器に直
接浸潤しているが、遠隔転移がないもの）、遠隔転移（遠隔臓器、遠隔リンパ節な
どに転移・浸潤があるもの）に分類している。

リンパ節郭清
　手術の際に、がんを取り除くだけでなく、がんの周辺にあるリンパ節を切除すること。

リンパ浮腫
　手術でリンパ節を取り除いたり放射線治療によってリンパの流れが停滞することで、
腕や脚がむくむこと。

レジメン
　抗がん剤、輸液、制吐剤などの種類や量、期間などの投与に関する時系列的な治療
計画のこと。

資料２　滋賀県がん対策の推進に関する条例資料２　滋賀県がん対策の推進に関する条例
（平成25年12月27日　滋賀県条例第74号）
前文
健康に安心して暮らせる社会を実現することは、私たちみんなの願いである。
　がんは、我が国および滋賀県における死因の１位を占め、男性の２人に１人、女性
の３人に１人が、生涯のうちでがんに罹り患する可能性があると推定されている。が
んは、まさに、県民の生命、健康および生活を脅かす重大な問題となっている。
滋賀県では、がん対策の様々な取組を進めてきたが、がんに罹り患する者は年々増加
する傾向にある。
　こうした状況から、がんの予防を推進し、がん検診の受診率を向上させるとともに、
がん患者本人の意向を十分に尊重した良質ながん医療を提供する体制を整備すること
が、ますます必要になっている。
　このためには、県と市町による啓発活動や保健医療福祉関係者の取組はもちろんの
こと、県民ががんに関する正しい知識を身につけ、がんの予防や早期発見、治療に主
体的に取り組むことが欠かせない。
　さらに、医療の進歩によりがんに罹り患した者の就労、就学等の問題が従来にも増
して大きな課題となっている。がん患者とその家族を社会全体で支え、治療と生活を
両立させることができるための取組を進めることも重要である。
　私たちは、全ての県民が健康に安心して暮らせるよう、がん対策を推進することを
決意し、ここに滋賀県がん対策の推進に関する条例を制定する。

第１章　総則
（目的）
第1条　この条例は、がん対策の推進について、基本理念を定め、県、保健医療福祉
　関係者(がんの予防および早期発見の推進またはがん医療もしくはがん患者に対す
　る介護に従事する者をいう。以下同じ。)、県民および事業者の責務を明らかにす
　るとともに、がん対策の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、
　がん対策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康の保護を図るとともに、
　より安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
（基本理念）
第２条　がん対策は、がんが県民の生命、健康および生活にとって重大な問題となっ
　ている現状に鑑み、がん患者およびその家族を含む県民の立場に立って推進されな
　ければならない。
　２　がん対策は、がんの予防および早期発見のための県民の自主的な取組を促進す
　　るとともに、がん患者が居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適
　　切ながんに係る医療（以下「がん医療」という。）が提供されること等により、
　　がんによる死亡者を減少させることを旨として推進されなければならない。
　３　がん対策は、がんが、身体的苦痛のみならず精神的苦痛、経済的負担その他社
　　会生活全般にわたる苦痛をがん患者およびその家族に与えるものであることに鑑
　　み、その苦痛を可能な限り軽減するとともに、療養生活の質の維持および向上を
　　図り、がん患者が安心して治療を受けながら充実した生活を営むことができる

　　ようにすることを旨として推進されなければならない。
　４　がん対策は、県、保健医療福祉関係者、がん患者およびその家族を含む県民な
　　らびに事業者の適切な役割分担による協働により推進されなければならない。
（県の責務）
第３条　県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、が
　ん対策に関する施策を総合的に策定し、および実施するものとする。
　２　県は、がん対策の推進に当たっては、国、市町、保健医療福祉関係者および患
　　者団体（がん患者、その家族等が組織する団体をいう。以下同じ。）と相互に連
　　携を図るものとする。
　３　県は、がん対策の推進に市町が果たす役割の重要性に鑑み、市町ががん対策に
　　関する施策を策定し、および実施するために必要な助言、支援または調整を行う
　　ものとする。
（保健医療福祉関係者の責務）
第４条　保健医療福祉関係者は、基本理念にのっとり、がんの予防および早期発見の
　推進ならびにがん患者に必要な介護の提供に努めるとともに、がん患者の意向を十
　分尊重した良質ながん医療の提供に努めなければならない。
　２　保健医療福祉関係者は、県が実施するがん対策に関する施策に協力しなければ
　　ならない。
（県民の責務）
第５条　県民は、基本理念にのっとり、がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防
　に必要な注意を払うとともに、がん検診を積極的に受けるよう努めるものとする。
　２　県民は、がん患者およびその家族が置かれている状況を深く認識し、がん患者
　　が安心して治療を受けながら充実した生活を営むことができる社会づくりに寄与
　　するよう努めるものとする。
（事業者の責務）
第６条　事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、がん対
　策に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めるとともに、県が実施するがん
　対策に関する施策に協力しなければならない。

第２章　がんの予防および早期発見の推進
（がんの予防および早期発見の推進）
第７条　県は、がんの予防および早期発見を推進するため、次に掲げる施策を講ずる
　ものとする。
　(１)　喫煙、食生活、運動等の生活習慣、ウイルス等の感染および生活環境が健康
　　　に及ぼす影響その他のがんの予防に関する啓発および知識の普及
　(２)　禁煙に取り組もうとする者への支援
　(３)　がん検診の受診を促進するための施策
　(４)　がん検診の結果の把握、点検および評価の実施その他のがん検診の質の向上
　　　を図るための施策
　(５)　がん検診に従事する者の資質の向上および確保を図るための施策
（受動喫煙の防止）
第８条　県は、学校、病院、官公庁その他の公共性の高い施設において、受動喫煙を

　防止するために必要な施策を講ずるものとする。
　２　事業者は、その事業の用に供する事務所、店舗その他の施設に勤務する者およ
　　び当該施設を利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ず
　　るよう努めなければならない。
　３　県は、前項の規定により事業者が講ずる措置を促進するため、情報の提供その
　　他の必要な支援を行うものとする。
（事業者によるがん検診の受診機会の確保）
第９条　事業者は、その雇用する者のがん検診を受診する機会が確保されるよう、市
　町が実施するがん検診の受診を容易にするための就業環境を整備し、またはがん検
　診を実施するよう努めなければならない。
（がんに関する教育）
第10条　県は、市町と連携し、学校その他の教育機関において児童、生徒および学
　生ががんに関する理解(患者の人権に関するものを含む。)を深めるための教育を推
　進するものとする。

第３章　質の高いがん医療の提供の推進
（医療従事者の確保）
第11条　県は、手術、放射線療法、化学療法、緩和ケア(がん患者の身体的または精
　神的な苦痛の緩和、社会生活上の不安の軽減等を目的とする医療、看護、介護その
　他の行為をいう。以下同じ。)、リハビリテーションその他のがん医療に携わる専
　門性の高い知識および技能を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師、診療放射
　線技師その他の医療従事者が確保されるよう、当該医療従事者の育成、専門性の
　高い知識および技能の習得に対する支援その他必要な施策を講ずるものとする。
(がん医療体制の整備等)
第12条　県は、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく質の高いがん医療
　を受けることができるよう、次に掲げる施策を講ずるものとする。
　(１)　がん診療連携拠点病院およびこれに準じるがん医療等の提供を行う医療機関
　　　の機能の分担の促進
　(２)　前号に規定する医療機関相互間およびこれらと地域における医療機関との連
　　　携協力体制の整備および強化の促進
　(３)　手術、放射線療法および化学的療法を効果的に組み合わせた医療を提供する
　　　体制の整備の支援
　(４)　保健医療福祉関係者が、専門性を生かしつつ、相互に連携しながらがん医療
　　　を提供する体制の整備の支援
　(５)　がん患者の求めに応じて先進的ながん医療が早期かつ適切に提供されるため
　　　に必要な情報提供、助言その他の支援
　(６)　がん医療を行う上で必要な医薬品および医療機器の研究開発を促進するため
　　　の事業者および医療従事者の連携協力体制の整備の支援
（セカンドオピニオン）
第13条　県は、がん患者がセカンドオピニオン(診断または治療に関する担当医師以
　外の医師の意見をいう。)を取得しやすい環境の整備、情報の提供その他の支援を
　行うものとする。

（在宅医療）
第14条　県は、がん患者が居宅または地域で適切ながん医療を受けることができる
　よう、次に掲げる施策を講ずるものとする。
　(１)　在宅でのがん医療およびがん患者に対する介護の提供のための保健医療福祉
　　　関係者相互間の連携協力体制の整備および強化の促進
　(２)　在宅でのがん医療に従事する人材の確保および育成の支援
（骨髄移植および臍さい帯血移植の促進）
第15条　県は、白血病等の血液がんに対し有効な治療法である骨髄移植および臍さ
　い帯血移植を促進するため、保健医療福祉関係者と連携し、骨髄バンク事業および
　臍さい帯血バンク事業に関する啓発および知識の普及その他の必要な施策を講ずる
　ものとする。

第４章　がん患者およびその家族の苦痛の軽減ならびに療養生活の質の維持向上
（緩和ケア）
第16条　県は、がん患者ががんと診断された時からその病状等に応じた緩和ケアを
　受けることができるよう、次に掲げる施策を講ずるものとする。
　(１)　緩和ケアに関する啓発および知識の普及
　(２)　緩和ケアの継続的な提供のための保健医療福祉関係者相互間の連携協力体制
　　　の整備および強化の促進
　(３)　緩和ケアの専門的な知識および技能を有する人材の確保および育成の支援
（相談支援体制）
第17条　県は、がん患者およびその家族を支援するため、市町、保健医療福祉関係
　者、患者団体等と連携し、がん患者およびその家族に対する相談支援体制の充実を
　図るための施策を講ずるものとする。
　２　県は、がんに罹り患した者またはその家族が、その経験を基にがん患者または
　　その家族の相談に応ずる活動を促進するために必要な施策を講ずるものとする。
（がん対策に係る活動の促進）
第18条　県は、患者団体およびがん患者を支援することを主たる目的とする団体が
　行うがん対策に係る活動を促進するために必要な支援を行うよう努めるものとする。
（がんに関する情報の収集および提供）
第19条　県は、がん対策に資する情報を収集し、整理し、および分析するとともに、
　県民に対し、がん医療またはがん患者の療養生活に関する情報その他のがんに関す
　る正確で分かりやすい情報を提供するものとする。

第５章　がん患者およびその家族の安心を支える社会の構築
（就労等の支援）
第20条　県は、がんに罹り患した者の就労、就学および社会活動への参加に資する
　よう、がんの罹り患および治療の現状、治療後の健康の回復等に関し、事業者、そ
　の雇用する者その他県民の理解を深めるための啓発活動を推進するものとする。
　２　県は、がんに罹り患したことによって離職した者に対し、その円滑な再就職を
　　図るため、就労に関する相談、情報の提供その他の必要な支援を行うように努め
　　るものとする。

（事業者の措置）
第21条　事業者は、その雇用する者のうち、本人またはその家族ががんに罹り患し
　た者について、就労を継続しつつがんの治療を受け、および療養し、またはその家
　族を看護することを容易にするための措置を講ずるよう努めるものとする。
　２　県は、前項の規定により事業者が講じる措置を促進するため、医療機関と連携
　　し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
（小児がん患者等に対する支援）
第22条　県は、市町および保健医療福祉関係者と連携し、小児がん患者に対して適
　切ながん医療その他必要な医療が提供され、および適切な教育環境が確保されると
　ともに、小児がん患者およびその家族に対する支援が行われるよう、必要な施策を
　講ずるものとする。

第６章　がん対策の推進
（がん登録）
第23条　県は、効果的ながん対策の立案およびがん医療の水準の向上に資するため、
　がん登録(がん患者のがんの罹り患、転帰その他の状況を把握し、分析するために
　がんに係る情報を登録する制度をいう。)を推進するものとする。
　２　県は、前項の施策を実施するに当たっては、がん患者の個人情報の保護が適切
　に行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
（滋賀県がんと向き合う週間）
第24条　県民および事業者の間に広くがんに関する理解と関心を深めるとともに、
　がんの予防、早期発見等に関する自主的な取組への意欲を高めるため、滋賀県がん
　と向き合う週間を設ける。
　２　滋賀県がんと向き合う週間は、２月４日から同月１０日までとする。
　３　県は、滋賀県がんと向き合う週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努め
　　るものとする。
（推進体制の整備）
第25条　県は、がん対策に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、体制の
　整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
（がん対策推進協議会）
第26条　県、市町、保健医療福祉関係者、患者団体等その他のがん対策に取り組む
　ものは、がん対策の効果的な推進に関し必要な措置について協議するため、がん対
　策推進協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
　２　協議会において協議が整った事項については、協議会の構成員は、その協議の
　　結果を尊重しなければならない。
　３　前２項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
（財政措置）
第27条　県は、がん対策に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ず
　るよう努めるものとする。

付　則
この条例は、公布の日から施行する。
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（平成25年12月27日　滋賀県条例第74号）
前文
健康に安心して暮らせる社会を実現することは、私たちみんなの願いである。
　がんは、我が国および滋賀県における死因の１位を占め、男性の２人に１人、女性
の３人に１人が、生涯のうちでがんに罹り患する可能性があると推定されている。が
んは、まさに、県民の生命、健康および生活を脅かす重大な問題となっている。
滋賀県では、がん対策の様々な取組を進めてきたが、がんに罹り患する者は年々増加
する傾向にある。
　こうした状況から、がんの予防を推進し、がん検診の受診率を向上させるとともに、
がん患者本人の意向を十分に尊重した良質ながん医療を提供する体制を整備すること
が、ますます必要になっている。
　このためには、県と市町による啓発活動や保健医療福祉関係者の取組はもちろんの
こと、県民ががんに関する正しい知識を身につけ、がんの予防や早期発見、治療に主
体的に取り組むことが欠かせない。
　さらに、医療の進歩によりがんに罹り患した者の就労、就学等の問題が従来にも増
して大きな課題となっている。がん患者とその家族を社会全体で支え、治療と生活を
両立させることができるための取組を進めることも重要である。
　私たちは、全ての県民が健康に安心して暮らせるよう、がん対策を推進することを
決意し、ここに滋賀県がん対策の推進に関する条例を制定する。

第１章　総則
（目的）
第1条　この条例は、がん対策の推進について、基本理念を定め、県、保健医療福祉
　関係者(がんの予防および早期発見の推進またはがん医療もしくはがん患者に対す
　る介護に従事する者をいう。以下同じ。)、県民および事業者の責務を明らかにす
　るとともに、がん対策の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、
　がん対策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康の保護を図るとともに、
　より安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
（基本理念）
第２条　がん対策は、がんが県民の生命、健康および生活にとって重大な問題となっ
　ている現状に鑑み、がん患者およびその家族を含む県民の立場に立って推進されな
　ければならない。
　２　がん対策は、がんの予防および早期発見のための県民の自主的な取組を促進す
　　るとともに、がん患者が居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適
　　切ながんに係る医療（以下「がん医療」という。）が提供されること等により、
　　がんによる死亡者を減少させることを旨として推進されなければならない。
　３　がん対策は、がんが、身体的苦痛のみならず精神的苦痛、経済的負担その他社
　　会生活全般にわたる苦痛をがん患者およびその家族に与えるものであることに鑑
　　み、その苦痛を可能な限り軽減するとともに、療養生活の質の維持および向上を
　　図り、がん患者が安心して治療を受けながら充実した生活を営むことができる

　　ようにすることを旨として推進されなければならない。
　４　がん対策は、県、保健医療福祉関係者、がん患者およびその家族を含む県民な
　　らびに事業者の適切な役割分担による協働により推進されなければならない。
（県の責務）
第３条　県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、が
　ん対策に関する施策を総合的に策定し、および実施するものとする。
　２　県は、がん対策の推進に当たっては、国、市町、保健医療福祉関係者および患
　　者団体（がん患者、その家族等が組織する団体をいう。以下同じ。）と相互に連
　　携を図るものとする。
　３　県は、がん対策の推進に市町が果たす役割の重要性に鑑み、市町ががん対策に
　　関する施策を策定し、および実施するために必要な助言、支援または調整を行う
　　ものとする。
（保健医療福祉関係者の責務）
第４条　保健医療福祉関係者は、基本理念にのっとり、がんの予防および早期発見の
　推進ならびにがん患者に必要な介護の提供に努めるとともに、がん患者の意向を十
　分尊重した良質ながん医療の提供に努めなければならない。
　２　保健医療福祉関係者は、県が実施するがん対策に関する施策に協力しなければ
　　ならない。
（県民の責務）
第５条　県民は、基本理念にのっとり、がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防
　に必要な注意を払うとともに、がん検診を積極的に受けるよう努めるものとする。
　２　県民は、がん患者およびその家族が置かれている状況を深く認識し、がん患者
　　が安心して治療を受けながら充実した生活を営むことができる社会づくりに寄与
　　するよう努めるものとする。
（事業者の責務）
第６条　事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、がん対
　策に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めるとともに、県が実施するがん
　対策に関する施策に協力しなければならない。

第２章　がんの予防および早期発見の推進
（がんの予防および早期発見の推進）
第７条　県は、がんの予防および早期発見を推進するため、次に掲げる施策を講ずる
　ものとする。
　(１)　喫煙、食生活、運動等の生活習慣、ウイルス等の感染および生活環境が健康
　　　に及ぼす影響その他のがんの予防に関する啓発および知識の普及
　(２)　禁煙に取り組もうとする者への支援
　(３)　がん検診の受診を促進するための施策
　(４)　がん検診の結果の把握、点検および評価の実施その他のがん検診の質の向上
　　　を図るための施策
　(５)　がん検診に従事する者の資質の向上および確保を図るための施策
（受動喫煙の防止）
第８条　県は、学校、病院、官公庁その他の公共性の高い施設において、受動喫煙を

　防止するために必要な施策を講ずるものとする。
　２　事業者は、その事業の用に供する事務所、店舗その他の施設に勤務する者およ
　　び当該施設を利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ず
　　るよう努めなければならない。
　３　県は、前項の規定により事業者が講ずる措置を促進するため、情報の提供その
　　他の必要な支援を行うものとする。
（事業者によるがん検診の受診機会の確保）
第９条　事業者は、その雇用する者のがん検診を受診する機会が確保されるよう、市
　町が実施するがん検診の受診を容易にするための就業環境を整備し、またはがん検
　診を実施するよう努めなければならない。
（がんに関する教育）
第10条　県は、市町と連携し、学校その他の教育機関において児童、生徒および学
　生ががんに関する理解(患者の人権に関するものを含む。)を深めるための教育を推
　進するものとする。

第３章　質の高いがん医療の提供の推進
（医療従事者の確保）
第11条　県は、手術、放射線療法、化学療法、緩和ケア(がん患者の身体的または精
　神的な苦痛の緩和、社会生活上の不安の軽減等を目的とする医療、看護、介護その
　他の行為をいう。以下同じ。)、リハビリテーションその他のがん医療に携わる専
　門性の高い知識および技能を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師、診療放射
　線技師その他の医療従事者が確保されるよう、当該医療従事者の育成、専門性の
　高い知識および技能の習得に対する支援その他必要な施策を講ずるものとする。
(がん医療体制の整備等)
第12条　県は、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく質の高いがん医療
　を受けることができるよう、次に掲げる施策を講ずるものとする。
　(１)　がん診療連携拠点病院およびこれに準じるがん医療等の提供を行う医療機関
　　　の機能の分担の促進
　(２)　前号に規定する医療機関相互間およびこれらと地域における医療機関との連
　　　携協力体制の整備および強化の促進
　(３)　手術、放射線療法および化学的療法を効果的に組み合わせた医療を提供する
　　　体制の整備の支援
　(４)　保健医療福祉関係者が、専門性を生かしつつ、相互に連携しながらがん医療
　　　を提供する体制の整備の支援
　(５)　がん患者の求めに応じて先進的ながん医療が早期かつ適切に提供されるため
　　　に必要な情報提供、助言その他の支援
　(６)　がん医療を行う上で必要な医薬品および医療機器の研究開発を促進するため
　　　の事業者および医療従事者の連携協力体制の整備の支援
（セカンドオピニオン）
第13条　県は、がん患者がセカンドオピニオン(診断または治療に関する担当医師以
　外の医師の意見をいう。)を取得しやすい環境の整備、情報の提供その他の支援を
　行うものとする。

（在宅医療）
第14条　県は、がん患者が居宅または地域で適切ながん医療を受けることができる
　よう、次に掲げる施策を講ずるものとする。
　(１)　在宅でのがん医療およびがん患者に対する介護の提供のための保健医療福祉
　　　関係者相互間の連携協力体制の整備および強化の促進
　(２)　在宅でのがん医療に従事する人材の確保および育成の支援
（骨髄移植および臍さい帯血移植の促進）
第15条　県は、白血病等の血液がんに対し有効な治療法である骨髄移植および臍さ
　い帯血移植を促進するため、保健医療福祉関係者と連携し、骨髄バンク事業および
　臍さい帯血バンク事業に関する啓発および知識の普及その他の必要な施策を講ずる
　ものとする。

第４章　がん患者およびその家族の苦痛の軽減ならびに療養生活の質の維持向上
（緩和ケア）
第16条　県は、がん患者ががんと診断された時からその病状等に応じた緩和ケアを
　受けることができるよう、次に掲げる施策を講ずるものとする。
　(１)　緩和ケアに関する啓発および知識の普及
　(２)　緩和ケアの継続的な提供のための保健医療福祉関係者相互間の連携協力体制
　　　の整備および強化の促進
　(３)　緩和ケアの専門的な知識および技能を有する人材の確保および育成の支援
（相談支援体制）
第17条　県は、がん患者およびその家族を支援するため、市町、保健医療福祉関係
　者、患者団体等と連携し、がん患者およびその家族に対する相談支援体制の充実を
　図るための施策を講ずるものとする。
　２　県は、がんに罹り患した者またはその家族が、その経験を基にがん患者または
　　その家族の相談に応ずる活動を促進するために必要な施策を講ずるものとする。
（がん対策に係る活動の促進）
第18条　県は、患者団体およびがん患者を支援することを主たる目的とする団体が
　行うがん対策に係る活動を促進するために必要な支援を行うよう努めるものとする。
（がんに関する情報の収集および提供）
第19条　県は、がん対策に資する情報を収集し、整理し、および分析するとともに、
　県民に対し、がん医療またはがん患者の療養生活に関する情報その他のがんに関す
　る正確で分かりやすい情報を提供するものとする。

第５章　がん患者およびその家族の安心を支える社会の構築
（就労等の支援）
第20条　県は、がんに罹り患した者の就労、就学および社会活動への参加に資する
　よう、がんの罹り患および治療の現状、治療後の健康の回復等に関し、事業者、そ
　の雇用する者その他県民の理解を深めるための啓発活動を推進するものとする。
　２　県は、がんに罹り患したことによって離職した者に対し、その円滑な再就職を
　　図るため、就労に関する相談、情報の提供その他の必要な支援を行うように努め
　　るものとする。

（事業者の措置）
第21条　事業者は、その雇用する者のうち、本人またはその家族ががんに罹り患し
　た者について、就労を継続しつつがんの治療を受け、および療養し、またはその家
　族を看護することを容易にするための措置を講ずるよう努めるものとする。
　２　県は、前項の規定により事業者が講じる措置を促進するため、医療機関と連携
　　し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
（小児がん患者等に対する支援）
第22条　県は、市町および保健医療福祉関係者と連携し、小児がん患者に対して適
　切ながん医療その他必要な医療が提供され、および適切な教育環境が確保されると
　ともに、小児がん患者およびその家族に対する支援が行われるよう、必要な施策を
　講ずるものとする。

第６章　がん対策の推進
（がん登録）
第23条　県は、効果的ながん対策の立案およびがん医療の水準の向上に資するため、
　がん登録(がん患者のがんの罹り患、転帰その他の状況を把握し、分析するために
　がんに係る情報を登録する制度をいう。)を推進するものとする。
　２　県は、前項の施策を実施するに当たっては、がん患者の個人情報の保護が適切
　に行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
（滋賀県がんと向き合う週間）
第24条　県民および事業者の間に広くがんに関する理解と関心を深めるとともに、
　がんの予防、早期発見等に関する自主的な取組への意欲を高めるため、滋賀県がん
　と向き合う週間を設ける。
　２　滋賀県がんと向き合う週間は、２月４日から同月１０日までとする。
　３　県は、滋賀県がんと向き合う週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努め
　　るものとする。
（推進体制の整備）
第25条　県は、がん対策に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、体制の
　整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
（がん対策推進協議会）
第26条　県、市町、保健医療福祉関係者、患者団体等その他のがん対策に取り組む
　ものは、がん対策の効果的な推進に関し必要な措置について協議するため、がん対
　策推進協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
　２　協議会において協議が整った事項については、協議会の構成員は、その協議の
　　結果を尊重しなければならない。
　３　前２項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
（財政措置）
第27条　県は、がん対策に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ず
　るよう努めるものとする。

付　則
この条例は、公布の日から施行する。
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（平成25年12月27日　滋賀県条例第74号）
前文
健康に安心して暮らせる社会を実現することは、私たちみんなの願いである。
　がんは、我が国および滋賀県における死因の１位を占め、男性の２人に１人、女性
の３人に１人が、生涯のうちでがんに罹り患する可能性があると推定されている。が
んは、まさに、県民の生命、健康および生活を脅かす重大な問題となっている。
滋賀県では、がん対策の様々な取組を進めてきたが、がんに罹り患する者は年々増加
する傾向にある。
　こうした状況から、がんの予防を推進し、がん検診の受診率を向上させるとともに、
がん患者本人の意向を十分に尊重した良質ながん医療を提供する体制を整備すること
が、ますます必要になっている。
　このためには、県と市町による啓発活動や保健医療福祉関係者の取組はもちろんの
こと、県民ががんに関する正しい知識を身につけ、がんの予防や早期発見、治療に主
体的に取り組むことが欠かせない。
　さらに、医療の進歩によりがんに罹り患した者の就労、就学等の問題が従来にも増
して大きな課題となっている。がん患者とその家族を社会全体で支え、治療と生活を
両立させることができるための取組を進めることも重要である。
　私たちは、全ての県民が健康に安心して暮らせるよう、がん対策を推進することを
決意し、ここに滋賀県がん対策の推進に関する条例を制定する。

第１章　総則
（目的）
第1条　この条例は、がん対策の推進について、基本理念を定め、県、保健医療福祉
　関係者(がんの予防および早期発見の推進またはがん医療もしくはがん患者に対す
　る介護に従事する者をいう。以下同じ。)、県民および事業者の責務を明らかにす
　るとともに、がん対策の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、
　がん対策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康の保護を図るとともに、
　より安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
（基本理念）
第２条　がん対策は、がんが県民の生命、健康および生活にとって重大な問題となっ
　ている現状に鑑み、がん患者およびその家族を含む県民の立場に立って推進されな
　ければならない。
　２　がん対策は、がんの予防および早期発見のための県民の自主的な取組を促進す
　　るとともに、がん患者が居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適
　　切ながんに係る医療（以下「がん医療」という。）が提供されること等により、
　　がんによる死亡者を減少させることを旨として推進されなければならない。
　３　がん対策は、がんが、身体的苦痛のみならず精神的苦痛、経済的負担その他社
　　会生活全般にわたる苦痛をがん患者およびその家族に与えるものであることに鑑
　　み、その苦痛を可能な限り軽減するとともに、療養生活の質の維持および向上を
　　図り、がん患者が安心して治療を受けながら充実した生活を営むことができる

　　ようにすることを旨として推進されなければならない。
　４　がん対策は、県、保健医療福祉関係者、がん患者およびその家族を含む県民な
　　らびに事業者の適切な役割分担による協働により推進されなければならない。
（県の責務）
第３条　県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、が
　ん対策に関する施策を総合的に策定し、および実施するものとする。
　２　県は、がん対策の推進に当たっては、国、市町、保健医療福祉関係者および患
　　者団体（がん患者、その家族等が組織する団体をいう。以下同じ。）と相互に連
　　携を図るものとする。
　３　県は、がん対策の推進に市町が果たす役割の重要性に鑑み、市町ががん対策に
　　関する施策を策定し、および実施するために必要な助言、支援または調整を行う
　　ものとする。
（保健医療福祉関係者の責務）
第４条　保健医療福祉関係者は、基本理念にのっとり、がんの予防および早期発見の
　推進ならびにがん患者に必要な介護の提供に努めるとともに、がん患者の意向を十
　分尊重した良質ながん医療の提供に努めなければならない。
　２　保健医療福祉関係者は、県が実施するがん対策に関する施策に協力しなければ
　　ならない。
（県民の責務）
第５条　県民は、基本理念にのっとり、がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防
　に必要な注意を払うとともに、がん検診を積極的に受けるよう努めるものとする。
　２　県民は、がん患者およびその家族が置かれている状況を深く認識し、がん患者
　　が安心して治療を受けながら充実した生活を営むことができる社会づくりに寄与
　　するよう努めるものとする。
（事業者の責務）
第６条　事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、がん対
　策に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めるとともに、県が実施するがん
　対策に関する施策に協力しなければならない。

第２章　がんの予防および早期発見の推進
（がんの予防および早期発見の推進）
第７条　県は、がんの予防および早期発見を推進するため、次に掲げる施策を講ずる
　ものとする。
　(１)　喫煙、食生活、運動等の生活習慣、ウイルス等の感染および生活環境が健康
　　　に及ぼす影響その他のがんの予防に関する啓発および知識の普及
　(２)　禁煙に取り組もうとする者への支援
　(３)　がん検診の受診を促進するための施策
　(４)　がん検診の結果の把握、点検および評価の実施その他のがん検診の質の向上
　　　を図るための施策
　(５)　がん検診に従事する者の資質の向上および確保を図るための施策
（受動喫煙の防止）
第８条　県は、学校、病院、官公庁その他の公共性の高い施設において、受動喫煙を

　防止するために必要な施策を講ずるものとする。
　２　事業者は、その事業の用に供する事務所、店舗その他の施設に勤務する者およ
　　び当該施設を利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ず
　　るよう努めなければならない。
　３　県は、前項の規定により事業者が講ずる措置を促進するため、情報の提供その
　　他の必要な支援を行うものとする。
（事業者によるがん検診の受診機会の確保）
第９条　事業者は、その雇用する者のがん検診を受診する機会が確保されるよう、市
　町が実施するがん検診の受診を容易にするための就業環境を整備し、またはがん検
　診を実施するよう努めなければならない。
（がんに関する教育）
第10条　県は、市町と連携し、学校その他の教育機関において児童、生徒および学
　生ががんに関する理解(患者の人権に関するものを含む。)を深めるための教育を推
　進するものとする。

第３章　質の高いがん医療の提供の推進
（医療従事者の確保）
第11条　県は、手術、放射線療法、化学療法、緩和ケア(がん患者の身体的または精
　神的な苦痛の緩和、社会生活上の不安の軽減等を目的とする医療、看護、介護その
　他の行為をいう。以下同じ。)、リハビリテーションその他のがん医療に携わる専
　門性の高い知識および技能を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師、診療放射
　線技師その他の医療従事者が確保されるよう、当該医療従事者の育成、専門性の
　高い知識および技能の習得に対する支援その他必要な施策を講ずるものとする。
(がん医療体制の整備等)
第12条　県は、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく質の高いがん医療
　を受けることができるよう、次に掲げる施策を講ずるものとする。
　(１)　がん診療連携拠点病院およびこれに準じるがん医療等の提供を行う医療機関
　　　の機能の分担の促進
　(２)　前号に規定する医療機関相互間およびこれらと地域における医療機関との連
　　　携協力体制の整備および強化の促進
　(３)　手術、放射線療法および化学的療法を効果的に組み合わせた医療を提供する
　　　体制の整備の支援
　(４)　保健医療福祉関係者が、専門性を生かしつつ、相互に連携しながらがん医療
　　　を提供する体制の整備の支援
　(５)　がん患者の求めに応じて先進的ながん医療が早期かつ適切に提供されるため
　　　に必要な情報提供、助言その他の支援
　(６)　がん医療を行う上で必要な医薬品および医療機器の研究開発を促進するため
　　　の事業者および医療従事者の連携協力体制の整備の支援
（セカンドオピニオン）
第13条　県は、がん患者がセカンドオピニオン(診断または治療に関する担当医師以
　外の医師の意見をいう。)を取得しやすい環境の整備、情報の提供その他の支援を
　行うものとする。

（在宅医療）
第14条　県は、がん患者が居宅または地域で適切ながん医療を受けることができる
　よう、次に掲げる施策を講ずるものとする。
　(１)　在宅でのがん医療およびがん患者に対する介護の提供のための保健医療福祉
　　　関係者相互間の連携協力体制の整備および強化の促進
　(２)　在宅でのがん医療に従事する人材の確保および育成の支援
（骨髄移植および臍さい帯血移植の促進）
第15条　県は、白血病等の血液がんに対し有効な治療法である骨髄移植および臍さ
　い帯血移植を促進するため、保健医療福祉関係者と連携し、骨髄バンク事業および
　臍さい帯血バンク事業に関する啓発および知識の普及その他の必要な施策を講ずる
　ものとする。

第４章　がん患者およびその家族の苦痛の軽減ならびに療養生活の質の維持向上
（緩和ケア）
第16条　県は、がん患者ががんと診断された時からその病状等に応じた緩和ケアを
　受けることができるよう、次に掲げる施策を講ずるものとする。
　(１)　緩和ケアに関する啓発および知識の普及
　(２)　緩和ケアの継続的な提供のための保健医療福祉関係者相互間の連携協力体制
　　　の整備および強化の促進
　(３)　緩和ケアの専門的な知識および技能を有する人材の確保および育成の支援
（相談支援体制）
第17条　県は、がん患者およびその家族を支援するため、市町、保健医療福祉関係
　者、患者団体等と連携し、がん患者およびその家族に対する相談支援体制の充実を
　図るための施策を講ずるものとする。
　２　県は、がんに罹り患した者またはその家族が、その経験を基にがん患者または
　　その家族の相談に応ずる活動を促進するために必要な施策を講ずるものとする。
（がん対策に係る活動の促進）
第18条　県は、患者団体およびがん患者を支援することを主たる目的とする団体が
　行うがん対策に係る活動を促進するために必要な支援を行うよう努めるものとする。
（がんに関する情報の収集および提供）
第19条　県は、がん対策に資する情報を収集し、整理し、および分析するとともに、
　県民に対し、がん医療またはがん患者の療養生活に関する情報その他のがんに関す
　る正確で分かりやすい情報を提供するものとする。

第５章　がん患者およびその家族の安心を支える社会の構築
（就労等の支援）
第20条　県は、がんに罹り患した者の就労、就学および社会活動への参加に資する
　よう、がんの罹り患および治療の現状、治療後の健康の回復等に関し、事業者、そ
　の雇用する者その他県民の理解を深めるための啓発活動を推進するものとする。
　２　県は、がんに罹り患したことによって離職した者に対し、その円滑な再就職を
　　図るため、就労に関する相談、情報の提供その他の必要な支援を行うように努め
　　るものとする。

（事業者の措置）
第21条　事業者は、その雇用する者のうち、本人またはその家族ががんに罹り患し
　た者について、就労を継続しつつがんの治療を受け、および療養し、またはその家
　族を看護することを容易にするための措置を講ずるよう努めるものとする。
　２　県は、前項の規定により事業者が講じる措置を促進するため、医療機関と連携
　　し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
（小児がん患者等に対する支援）
第22条　県は、市町および保健医療福祉関係者と連携し、小児がん患者に対して適
　切ながん医療その他必要な医療が提供され、および適切な教育環境が確保されると
　ともに、小児がん患者およびその家族に対する支援が行われるよう、必要な施策を
　講ずるものとする。

第６章　がん対策の推進
（がん登録）
第23条　県は、効果的ながん対策の立案およびがん医療の水準の向上に資するため、
　がん登録(がん患者のがんの罹り患、転帰その他の状況を把握し、分析するために
　がんに係る情報を登録する制度をいう。)を推進するものとする。
　２　県は、前項の施策を実施するに当たっては、がん患者の個人情報の保護が適切
　に行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
（滋賀県がんと向き合う週間）
第24条　県民および事業者の間に広くがんに関する理解と関心を深めるとともに、
　がんの予防、早期発見等に関する自主的な取組への意欲を高めるため、滋賀県がん
　と向き合う週間を設ける。
　２　滋賀県がんと向き合う週間は、２月４日から同月１０日までとする。
　３　県は、滋賀県がんと向き合う週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努め
　　るものとする。
（推進体制の整備）
第25条　県は、がん対策に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、体制の
　整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
（がん対策推進協議会）
第26条　県、市町、保健医療福祉関係者、患者団体等その他のがん対策に取り組む
　ものは、がん対策の効果的な推進に関し必要な措置について協議するため、がん対
　策推進協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
　２　協議会において協議が整った事項については、協議会の構成員は、その協議の
　　結果を尊重しなければならない。
　３　前２項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
（財政措置）
第27条　県は、がん対策に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ず
　るよう努めるものとする。

付　則
この条例は、公布の日から施行する。
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（平成25年12月27日　滋賀県条例第74号）
前文
健康に安心して暮らせる社会を実現することは、私たちみんなの願いである。
　がんは、我が国および滋賀県における死因の１位を占め、男性の２人に１人、女性
の３人に１人が、生涯のうちでがんに罹り患する可能性があると推定されている。が
んは、まさに、県民の生命、健康および生活を脅かす重大な問題となっている。
滋賀県では、がん対策の様々な取組を進めてきたが、がんに罹り患する者は年々増加
する傾向にある。
　こうした状況から、がんの予防を推進し、がん検診の受診率を向上させるとともに、
がん患者本人の意向を十分に尊重した良質ながん医療を提供する体制を整備すること
が、ますます必要になっている。
　このためには、県と市町による啓発活動や保健医療福祉関係者の取組はもちろんの
こと、県民ががんに関する正しい知識を身につけ、がんの予防や早期発見、治療に主
体的に取り組むことが欠かせない。
　さらに、医療の進歩によりがんに罹り患した者の就労、就学等の問題が従来にも増
して大きな課題となっている。がん患者とその家族を社会全体で支え、治療と生活を
両立させることができるための取組を進めることも重要である。
　私たちは、全ての県民が健康に安心して暮らせるよう、がん対策を推進することを
決意し、ここに滋賀県がん対策の推進に関する条例を制定する。

第１章　総則
（目的）
第1条　この条例は、がん対策の推進について、基本理念を定め、県、保健医療福祉
　関係者(がんの予防および早期発見の推進またはがん医療もしくはがん患者に対す
　る介護に従事する者をいう。以下同じ。)、県民および事業者の責務を明らかにす
　るとともに、がん対策の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、
　がん対策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康の保護を図るとともに、
　より安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
（基本理念）
第２条　がん対策は、がんが県民の生命、健康および生活にとって重大な問題となっ
　ている現状に鑑み、がん患者およびその家族を含む県民の立場に立って推進されな
　ければならない。
　２　がん対策は、がんの予防および早期発見のための県民の自主的な取組を促進す
　　るとともに、がん患者が居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適
　　切ながんに係る医療（以下「がん医療」という。）が提供されること等により、
　　がんによる死亡者を減少させることを旨として推進されなければならない。
　３　がん対策は、がんが、身体的苦痛のみならず精神的苦痛、経済的負担その他社
　　会生活全般にわたる苦痛をがん患者およびその家族に与えるものであることに鑑
　　み、その苦痛を可能な限り軽減するとともに、療養生活の質の維持および向上を
　　図り、がん患者が安心して治療を受けながら充実した生活を営むことができる

　　ようにすることを旨として推進されなければならない。
　４　がん対策は、県、保健医療福祉関係者、がん患者およびその家族を含む県民な
　　らびに事業者の適切な役割分担による協働により推進されなければならない。
（県の責務）
第３条　県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、が
　ん対策に関する施策を総合的に策定し、および実施するものとする。
　２　県は、がん対策の推進に当たっては、国、市町、保健医療福祉関係者および患
　　者団体（がん患者、その家族等が組織する団体をいう。以下同じ。）と相互に連
　　携を図るものとする。
　３　県は、がん対策の推進に市町が果たす役割の重要性に鑑み、市町ががん対策に
　　関する施策を策定し、および実施するために必要な助言、支援または調整を行う
　　ものとする。
（保健医療福祉関係者の責務）
第４条　保健医療福祉関係者は、基本理念にのっとり、がんの予防および早期発見の
　推進ならびにがん患者に必要な介護の提供に努めるとともに、がん患者の意向を十
　分尊重した良質ながん医療の提供に努めなければならない。
　２　保健医療福祉関係者は、県が実施するがん対策に関する施策に協力しなければ
　　ならない。
（県民の責務）
第５条　県民は、基本理念にのっとり、がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防
　に必要な注意を払うとともに、がん検診を積極的に受けるよう努めるものとする。
　２　県民は、がん患者およびその家族が置かれている状況を深く認識し、がん患者
　　が安心して治療を受けながら充実した生活を営むことができる社会づくりに寄与
　　するよう努めるものとする。
（事業者の責務）
第６条　事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、がん対
　策に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めるとともに、県が実施するがん
　対策に関する施策に協力しなければならない。

第２章　がんの予防および早期発見の推進
（がんの予防および早期発見の推進）
第７条　県は、がんの予防および早期発見を推進するため、次に掲げる施策を講ずる
　ものとする。
　(１)　喫煙、食生活、運動等の生活習慣、ウイルス等の感染および生活環境が健康
　　　に及ぼす影響その他のがんの予防に関する啓発および知識の普及
　(２)　禁煙に取り組もうとする者への支援
　(３)　がん検診の受診を促進するための施策
　(４)　がん検診の結果の把握、点検および評価の実施その他のがん検診の質の向上
　　　を図るための施策
　(５)　がん検診に従事する者の資質の向上および確保を図るための施策
（受動喫煙の防止）
第８条　県は、学校、病院、官公庁その他の公共性の高い施設において、受動喫煙を

　防止するために必要な施策を講ずるものとする。
　２　事業者は、その事業の用に供する事務所、店舗その他の施設に勤務する者およ
　　び当該施設を利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ず
　　るよう努めなければならない。
　３　県は、前項の規定により事業者が講ずる措置を促進するため、情報の提供その
　　他の必要な支援を行うものとする。
（事業者によるがん検診の受診機会の確保）
第９条　事業者は、その雇用する者のがん検診を受診する機会が確保されるよう、市
　町が実施するがん検診の受診を容易にするための就業環境を整備し、またはがん検
　診を実施するよう努めなければならない。
（がんに関する教育）
第10条　県は、市町と連携し、学校その他の教育機関において児童、生徒および学
　生ががんに関する理解(患者の人権に関するものを含む。)を深めるための教育を推
　進するものとする。

第３章　質の高いがん医療の提供の推進
（医療従事者の確保）
第11条　県は、手術、放射線療法、化学療法、緩和ケア(がん患者の身体的または精
　神的な苦痛の緩和、社会生活上の不安の軽減等を目的とする医療、看護、介護その
　他の行為をいう。以下同じ。)、リハビリテーションその他のがん医療に携わる専
　門性の高い知識および技能を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師、診療放射
　線技師その他の医療従事者が確保されるよう、当該医療従事者の育成、専門性の
　高い知識および技能の習得に対する支援その他必要な施策を講ずるものとする。
(がん医療体制の整備等)
第12条　県は、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく質の高いがん医療
　を受けることができるよう、次に掲げる施策を講ずるものとする。
　(１)　がん診療連携拠点病院およびこれに準じるがん医療等の提供を行う医療機関
　　　の機能の分担の促進
　(２)　前号に規定する医療機関相互間およびこれらと地域における医療機関との連
　　　携協力体制の整備および強化の促進
　(３)　手術、放射線療法および化学的療法を効果的に組み合わせた医療を提供する
　　　体制の整備の支援
　(４)　保健医療福祉関係者が、専門性を生かしつつ、相互に連携しながらがん医療
　　　を提供する体制の整備の支援
　(５)　がん患者の求めに応じて先進的ながん医療が早期かつ適切に提供されるため
　　　に必要な情報提供、助言その他の支援
　(６)　がん医療を行う上で必要な医薬品および医療機器の研究開発を促進するため
　　　の事業者および医療従事者の連携協力体制の整備の支援
（セカンドオピニオン）
第13条　県は、がん患者がセカンドオピニオン(診断または治療に関する担当医師以
　外の医師の意見をいう。)を取得しやすい環境の整備、情報の提供その他の支援を
　行うものとする。

（在宅医療）
第14条　県は、がん患者が居宅または地域で適切ながん医療を受けることができる
　よう、次に掲げる施策を講ずるものとする。
　(１)　在宅でのがん医療およびがん患者に対する介護の提供のための保健医療福祉
　　　関係者相互間の連携協力体制の整備および強化の促進
　(２)　在宅でのがん医療に従事する人材の確保および育成の支援
（骨髄移植および臍さい帯血移植の促進）
第15条　県は、白血病等の血液がんに対し有効な治療法である骨髄移植および臍さ
　い帯血移植を促進するため、保健医療福祉関係者と連携し、骨髄バンク事業および
　臍さい帯血バンク事業に関する啓発および知識の普及その他の必要な施策を講ずる
　ものとする。

第４章　がん患者およびその家族の苦痛の軽減ならびに療養生活の質の維持向上
（緩和ケア）
第16条　県は、がん患者ががんと診断された時からその病状等に応じた緩和ケアを
　受けることができるよう、次に掲げる施策を講ずるものとする。
　(１)　緩和ケアに関する啓発および知識の普及
　(２)　緩和ケアの継続的な提供のための保健医療福祉関係者相互間の連携協力体制
　　　の整備および強化の促進
　(３)　緩和ケアの専門的な知識および技能を有する人材の確保および育成の支援
（相談支援体制）
第17条　県は、がん患者およびその家族を支援するため、市町、保健医療福祉関係
　者、患者団体等と連携し、がん患者およびその家族に対する相談支援体制の充実を
　図るための施策を講ずるものとする。
　２　県は、がんに罹り患した者またはその家族が、その経験を基にがん患者または
　　その家族の相談に応ずる活動を促進するために必要な施策を講ずるものとする。
（がん対策に係る活動の促進）
第18条　県は、患者団体およびがん患者を支援することを主たる目的とする団体が
　行うがん対策に係る活動を促進するために必要な支援を行うよう努めるものとする。
（がんに関する情報の収集および提供）
第19条　県は、がん対策に資する情報を収集し、整理し、および分析するとともに、
　県民に対し、がん医療またはがん患者の療養生活に関する情報その他のがんに関す
　る正確で分かりやすい情報を提供するものとする。

第５章　がん患者およびその家族の安心を支える社会の構築
（就労等の支援）
第20条　県は、がんに罹り患した者の就労、就学および社会活動への参加に資する
　よう、がんの罹り患および治療の現状、治療後の健康の回復等に関し、事業者、そ
　の雇用する者その他県民の理解を深めるための啓発活動を推進するものとする。
　２　県は、がんに罹り患したことによって離職した者に対し、その円滑な再就職を
　　図るため、就労に関する相談、情報の提供その他の必要な支援を行うように努め
　　るものとする。

（事業者の措置）
第21条　事業者は、その雇用する者のうち、本人またはその家族ががんに罹り患し
　た者について、就労を継続しつつがんの治療を受け、および療養し、またはその家
　族を看護することを容易にするための措置を講ずるよう努めるものとする。
　２　県は、前項の規定により事業者が講じる措置を促進するため、医療機関と連携
　　し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
（小児がん患者等に対する支援）
第22条　県は、市町および保健医療福祉関係者と連携し、小児がん患者に対して適
　切ながん医療その他必要な医療が提供され、および適切な教育環境が確保されると
　ともに、小児がん患者およびその家族に対する支援が行われるよう、必要な施策を
　講ずるものとする。

第６章　がん対策の推進
（がん登録）
第23条　県は、効果的ながん対策の立案およびがん医療の水準の向上に資するため、
　がん登録(がん患者のがんの罹り患、転帰その他の状況を把握し、分析するために
　がんに係る情報を登録する制度をいう。)を推進するものとする。
　２　県は、前項の施策を実施するに当たっては、がん患者の個人情報の保護が適切
　に行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
（滋賀県がんと向き合う週間）
第24条　県民および事業者の間に広くがんに関する理解と関心を深めるとともに、
　がんの予防、早期発見等に関する自主的な取組への意欲を高めるため、滋賀県がん
　と向き合う週間を設ける。
　２　滋賀県がんと向き合う週間は、２月４日から同月１０日までとする。
　３　県は、滋賀県がんと向き合う週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努め
　　るものとする。
（推進体制の整備）
第25条　県は、がん対策に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、体制の
　整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
（がん対策推進協議会）
第26条　県、市町、保健医療福祉関係者、患者団体等その他のがん対策に取り組む
　ものは、がん対策の効果的な推進に関し必要な措置について協議するため、がん対
　策推進協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
　２　協議会において協議が整った事項については、協議会の構成員は、その協議の
　　結果を尊重しなければならない。
　３　前２項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
（財政措置）
第27条　県は、がん対策に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ず
　るよう努めるものとする。

付　則
この条例は、公布の日から施行する。
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前文
健康に安心して暮らせる社会を実現することは、私たちみんなの願いである。
　がんは、我が国および滋賀県における死因の１位を占め、男性の２人に１人、女性
の３人に１人が、生涯のうちでがんに罹り患する可能性があると推定されている。が
んは、まさに、県民の生命、健康および生活を脅かす重大な問題となっている。
滋賀県では、がん対策の様々な取組を進めてきたが、がんに罹り患する者は年々増加
する傾向にある。
　こうした状況から、がんの予防を推進し、がん検診の受診率を向上させるとともに、
がん患者本人の意向を十分に尊重した良質ながん医療を提供する体制を整備すること
が、ますます必要になっている。
　このためには、県と市町による啓発活動や保健医療福祉関係者の取組はもちろんの
こと、県民ががんに関する正しい知識を身につけ、がんの予防や早期発見、治療に主
体的に取り組むことが欠かせない。
　さらに、医療の進歩によりがんに罹り患した者の就労、就学等の問題が従来にも増
して大きな課題となっている。がん患者とその家族を社会全体で支え、治療と生活を
両立させることができるための取組を進めることも重要である。
　私たちは、全ての県民が健康に安心して暮らせるよう、がん対策を推進することを
決意し、ここに滋賀県がん対策の推進に関する条例を制定する。

第１章　総則
（目的）
第1条　この条例は、がん対策の推進について、基本理念を定め、県、保健医療福祉
　関係者(がんの予防および早期発見の推進またはがん医療もしくはがん患者に対す
　る介護に従事する者をいう。以下同じ。)、県民および事業者の責務を明らかにす
　るとともに、がん対策の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、
　がん対策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康の保護を図るとともに、
　より安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
（基本理念）
第２条　がん対策は、がんが県民の生命、健康および生活にとって重大な問題となっ
　ている現状に鑑み、がん患者およびその家族を含む県民の立場に立って推進されな
　ければならない。
　２　がん対策は、がんの予防および早期発見のための県民の自主的な取組を促進す
　　るとともに、がん患者が居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適
　　切ながんに係る医療（以下「がん医療」という。）が提供されること等により、
　　がんによる死亡者を減少させることを旨として推進されなければならない。
　３　がん対策は、がんが、身体的苦痛のみならず精神的苦痛、経済的負担その他社
　　会生活全般にわたる苦痛をがん患者およびその家族に与えるものであることに鑑
　　み、その苦痛を可能な限り軽減するとともに、療養生活の質の維持および向上を
　　図り、がん患者が安心して治療を受けながら充実した生活を営むことができる

　　ようにすることを旨として推進されなければならない。
　４　がん対策は、県、保健医療福祉関係者、がん患者およびその家族を含む県民な
　　らびに事業者の適切な役割分担による協働により推進されなければならない。
（県の責務）
第３条　県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、が
　ん対策に関する施策を総合的に策定し、および実施するものとする。
　２　県は、がん対策の推進に当たっては、国、市町、保健医療福祉関係者および患
　　者団体（がん患者、その家族等が組織する団体をいう。以下同じ。）と相互に連
　　携を図るものとする。
　３　県は、がん対策の推進に市町が果たす役割の重要性に鑑み、市町ががん対策に
　　関する施策を策定し、および実施するために必要な助言、支援または調整を行う
　　ものとする。
（保健医療福祉関係者の責務）
第４条　保健医療福祉関係者は、基本理念にのっとり、がんの予防および早期発見の
　推進ならびにがん患者に必要な介護の提供に努めるとともに、がん患者の意向を十
　分尊重した良質ながん医療の提供に努めなければならない。
　２　保健医療福祉関係者は、県が実施するがん対策に関する施策に協力しなければ
　　ならない。
（県民の責務）
第５条　県民は、基本理念にのっとり、がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防
　に必要な注意を払うとともに、がん検診を積極的に受けるよう努めるものとする。
　２　県民は、がん患者およびその家族が置かれている状況を深く認識し、がん患者
　　が安心して治療を受けながら充実した生活を営むことができる社会づくりに寄与
　　するよう努めるものとする。
（事業者の責務）
第６条　事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、がん対
　策に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めるとともに、県が実施するがん
　対策に関する施策に協力しなければならない。

第２章　がんの予防および早期発見の推進
（がんの予防および早期発見の推進）
第７条　県は、がんの予防および早期発見を推進するため、次に掲げる施策を講ずる
　ものとする。
　(１)　喫煙、食生活、運動等の生活習慣、ウイルス等の感染および生活環境が健康
　　　に及ぼす影響その他のがんの予防に関する啓発および知識の普及
　(２)　禁煙に取り組もうとする者への支援
　(３)　がん検診の受診を促進するための施策
　(４)　がん検診の結果の把握、点検および評価の実施その他のがん検診の質の向上
　　　を図るための施策
　(５)　がん検診に従事する者の資質の向上および確保を図るための施策
（受動喫煙の防止）
第８条　県は、学校、病院、官公庁その他の公共性の高い施設において、受動喫煙を

　防止するために必要な施策を講ずるものとする。
　２　事業者は、その事業の用に供する事務所、店舗その他の施設に勤務する者およ
　　び当該施設を利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ず
　　るよう努めなければならない。
　３　県は、前項の規定により事業者が講ずる措置を促進するため、情報の提供その
　　他の必要な支援を行うものとする。
（事業者によるがん検診の受診機会の確保）
第９条　事業者は、その雇用する者のがん検診を受診する機会が確保されるよう、市
　町が実施するがん検診の受診を容易にするための就業環境を整備し、またはがん検
　診を実施するよう努めなければならない。
（がんに関する教育）
第10条　県は、市町と連携し、学校その他の教育機関において児童、生徒および学
　生ががんに関する理解(患者の人権に関するものを含む。)を深めるための教育を推
　進するものとする。

第３章　質の高いがん医療の提供の推進
（医療従事者の確保）
第11条　県は、手術、放射線療法、化学療法、緩和ケア(がん患者の身体的または精
　神的な苦痛の緩和、社会生活上の不安の軽減等を目的とする医療、看護、介護その
　他の行為をいう。以下同じ。)、リハビリテーションその他のがん医療に携わる専
　門性の高い知識および技能を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師、診療放射
　線技師その他の医療従事者が確保されるよう、当該医療従事者の育成、専門性の
　高い知識および技能の習得に対する支援その他必要な施策を講ずるものとする。
(がん医療体制の整備等)
第12条　県は、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく質の高いがん医療
　を受けることができるよう、次に掲げる施策を講ずるものとする。
　(１)　がん診療連携拠点病院およびこれに準じるがん医療等の提供を行う医療機関
　　　の機能の分担の促進
　(２)　前号に規定する医療機関相互間およびこれらと地域における医療機関との連
　　　携協力体制の整備および強化の促進
　(３)　手術、放射線療法および化学的療法を効果的に組み合わせた医療を提供する
　　　体制の整備の支援
　(４)　保健医療福祉関係者が、専門性を生かしつつ、相互に連携しながらがん医療
　　　を提供する体制の整備の支援
　(５)　がん患者の求めに応じて先進的ながん医療が早期かつ適切に提供されるため
　　　に必要な情報提供、助言その他の支援
　(６)　がん医療を行う上で必要な医薬品および医療機器の研究開発を促進するため
　　　の事業者および医療従事者の連携協力体制の整備の支援
（セカンドオピニオン）
第13条　県は、がん患者がセカンドオピニオン(診断または治療に関する担当医師以
　外の医師の意見をいう。)を取得しやすい環境の整備、情報の提供その他の支援を
　行うものとする。

（在宅医療）
第14条　県は、がん患者が居宅または地域で適切ながん医療を受けることができる
　よう、次に掲げる施策を講ずるものとする。
　(１)　在宅でのがん医療およびがん患者に対する介護の提供のための保健医療福祉
　　　関係者相互間の連携協力体制の整備および強化の促進
　(２)　在宅でのがん医療に従事する人材の確保および育成の支援
（骨髄移植および臍さい帯血移植の促進）
第15条　県は、白血病等の血液がんに対し有効な治療法である骨髄移植および臍さ
　い帯血移植を促進するため、保健医療福祉関係者と連携し、骨髄バンク事業および
　臍さい帯血バンク事業に関する啓発および知識の普及その他の必要な施策を講ずる
　ものとする。

第４章　がん患者およびその家族の苦痛の軽減ならびに療養生活の質の維持向上
（緩和ケア）
第16条　県は、がん患者ががんと診断された時からその病状等に応じた緩和ケアを
　受けることができるよう、次に掲げる施策を講ずるものとする。
　(１)　緩和ケアに関する啓発および知識の普及
　(２)　緩和ケアの継続的な提供のための保健医療福祉関係者相互間の連携協力体制
　　　の整備および強化の促進
　(３)　緩和ケアの専門的な知識および技能を有する人材の確保および育成の支援
（相談支援体制）
第17条　県は、がん患者およびその家族を支援するため、市町、保健医療福祉関係
　者、患者団体等と連携し、がん患者およびその家族に対する相談支援体制の充実を
　図るための施策を講ずるものとする。
　２　県は、がんに罹り患した者またはその家族が、その経験を基にがん患者または
　　その家族の相談に応ずる活動を促進するために必要な施策を講ずるものとする。
（がん対策に係る活動の促進）
第18条　県は、患者団体およびがん患者を支援することを主たる目的とする団体が
　行うがん対策に係る活動を促進するために必要な支援を行うよう努めるものとする。
（がんに関する情報の収集および提供）
第19条　県は、がん対策に資する情報を収集し、整理し、および分析するとともに、
　県民に対し、がん医療またはがん患者の療養生活に関する情報その他のがんに関す
　る正確で分かりやすい情報を提供するものとする。

第５章　がん患者およびその家族の安心を支える社会の構築
（就労等の支援）
第20条　県は、がんに罹り患した者の就労、就学および社会活動への参加に資する
　よう、がんの罹り患および治療の現状、治療後の健康の回復等に関し、事業者、そ
　の雇用する者その他県民の理解を深めるための啓発活動を推進するものとする。
　２　県は、がんに罹り患したことによって離職した者に対し、その円滑な再就職を
　　図るため、就労に関する相談、情報の提供その他の必要な支援を行うように努め
　　るものとする。

（事業者の措置）
第21条　事業者は、その雇用する者のうち、本人またはその家族ががんに罹り患し
　た者について、就労を継続しつつがんの治療を受け、および療養し、またはその家
　族を看護することを容易にするための措置を講ずるよう努めるものとする。
　２　県は、前項の規定により事業者が講じる措置を促進するため、医療機関と連携
　　し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
（小児がん患者等に対する支援）
第22条　県は、市町および保健医療福祉関係者と連携し、小児がん患者に対して適
　切ながん医療その他必要な医療が提供され、および適切な教育環境が確保されると
　ともに、小児がん患者およびその家族に対する支援が行われるよう、必要な施策を
　講ずるものとする。

第６章　がん対策の推進
（がん登録）
第23条　県は、効果的ながん対策の立案およびがん医療の水準の向上に資するため、
　がん登録(がん患者のがんの罹り患、転帰その他の状況を把握し、分析するために
　がんに係る情報を登録する制度をいう。)を推進するものとする。
　２　県は、前項の施策を実施するに当たっては、がん患者の個人情報の保護が適切
　に行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
（滋賀県がんと向き合う週間）
第24条　県民および事業者の間に広くがんに関する理解と関心を深めるとともに、
　がんの予防、早期発見等に関する自主的な取組への意欲を高めるため、滋賀県がん
　と向き合う週間を設ける。
　２　滋賀県がんと向き合う週間は、２月４日から同月１０日までとする。
　３　県は、滋賀県がんと向き合う週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努め
　　るものとする。
（推進体制の整備）
第25条　県は、がん対策に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、体制の
　整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
（がん対策推進協議会）
第26条　県、市町、保健医療福祉関係者、患者団体等その他のがん対策に取り組む
　ものは、がん対策の効果的な推進に関し必要な措置について協議するため、がん対
　策推進協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
　２　協議会において協議が整った事項については、協議会の構成員は、その協議の
　　結果を尊重しなければならない。
　３　前２項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
（財政措置）
第27条　県は、がん対策に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ず
　るよう努めるものとする。

付　則
この条例は、公布の日から施行する。
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資料３　文末資料資料３　文末資料

１．滋賀県下の小規模でのがん患者の就労支援に関する実態調査（P75.76）
　【表26】調査回答事業所の業種　A群（５人未満事業所）B群（５人以上50人未満の事業所）（％）

　【表27】正規・非正規雇用別、病気休職制度の有無と病気休職期間中の賃金支払いの有無（％）

　【表28】がん患者の復職・就労にあたっての配慮していること（％）
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　【表29】事業所が、がん相談の復職・就労に際して相談した相手（％）

　【表30】がん治癒後の職場復帰の可能性（％）

　【表31】がん患者の復職や雇用をすすめるために必要と思うこと（％）



110

資
　
料

２．平成29年度がん相談支援センター等の相談シート集計より（p78）
　【図40】集計対象の患者の年代別相談件数

　【図41】集計対象の患者者の性別割合　【図42】集計対象の患者の受療機関
　

　【表32】相談内容の件数と割合
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　【図43】医療費・生活費・社会保障制度の相談件数年代別

　【図44】医療費・生活費・社会保障制度の相談者の性別割合

　【表33】医療費・生活費・社会保障制度についての相談内容の内訳詳細


