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■本カルテのねらい 

 各都道府県別にがんの実情を複眼的に把握し、また他県と比較することで、都道府県それぞれの

がん対策分析・立案に役立てる材料となる。 

 

■構成 

1. 都道府県別がんアウトカム、ストラクチャーデータ （掲載準備中） 

2. 都道府県の体制について （3ページ以降） 

2015（平成 27）年 11月に、特定非営利活動法人がん政策サミットが県庁担当部署に依頼して

行ったアンケートの回答をまとめたもの。 

【掲載県】   

北海道、青森県、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都 

神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県 

滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県、徳島県 

香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 
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本カルテ体制ページの作成につきましては、各都道府県がん対策ご担当者の多大なるご協力を得
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「がん対策カルテ 2015」は、特定非営利活動法人がん政策サミットの活動として編集いたしま

した。特定非営利活動法人がん政策サミットの年間活動は、次の方々からご寄付を受けて運営し

ております。ご寄付は、法人の活動趣旨・活動計画に賛同いただいたうえでの資金提供であり、

事業内容に影響を与えるものではありません。 

 

MSD株式会社、協和発酵キリン株式会社、サノフィ株式会社、個人のみなさま 

アストラゼネカ株式会社、日本イーライリリー株式会社 

（2015年 11月 30日現在） 
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■都道府県の体制状況一覧（設問抜粋）      ※必ず各県のページで内容をご確認ください 

 

都道府県 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
1 北海道 ○ ひとつ 3 ― ― ○ 2予定 15 1 0 1 20 0 0 ○ ― ― ○ ― ― ― ○ ― ○ ○
2 青森県 ○ ひとつ 4 ― ○ ― 2 18 2 NA 2 22 0 0 ― NA △ ○ ― ― ― ○ ○ ○ ―
3 岩手県
4 宮城県 ○ ひとつ 3 ― ― ― 2 19 2 0 1 22 0 0 ― NA ― ○ ― ― ○ ○ ― ○ ―

5 秋田県 ○ ひとつ 7 ○ ― ○ 1～2　 16 2 NA 2 20 0 0 ○ ○ ― ○ ― ― ○ ― ○ ○ ○

6 山形県
7 福島県 ○ 複数 3.5 ― ― ○ 1 13 1 0 2 22 2 0 ○ ― ― ○ ― ― ― ○ ― ― ―
8 茨城県 ○ ひとつ 5.7 ― ○ ― 1 9 2 NA 1 19 0 NA △ NA ○ ○ ― ― ― ○ ○ ○ ○
9 栃木県 ― ひとつ 2.1 ― ― ― 2 12 2 0 2 24 0 0 ― NA △ ○ ― ― ― ○ ― ― ―

10 群馬県 ○ ひとつ 4 ― ― ― 2 20 3 11 2 25 0 0 ○ ○ △ ○ ― ― ○ ○ ― ○ ―
11 埼玉県 ○ ひとつ 7 ― ― ― 2 15 3 0 2 27 0 0 ○ ― ○ ○ ― ― ― ○ ○ ○ ―
12 千葉県 ○ ひとつ 7 ― ― ― 3 15 1 5 2 23 1 1 ○ ― ○ ○ ― ― ― ○ ― ○ ―
13 東京都 ○ 複数 8.6 ― ― ― 2 28 4 NA 1 69 0 0 ― NA △ ○ ― ― △ ○ ― ○ ―
14 神奈川県 ○ ひとつ 20 ○ ― ― 2 12 2 NA 2 53 0 0 ○ ○ ― ○ ― ― ― ○ ○ ○ ―
15 新潟県 ○ 複数 3 ― ― ― 2予定 19 3 0 1 14 2 0 ○ ― △ ○ ― ― ― ○ ― ― ○
16 富山県 ○ ひとつ 6 ― ○ ― 2 18 2 NA 1 35* NA NA ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ○ ○
17 石川県 ― ひとつ 4 ― ○ ○ 1 23 2 1 3 25 0 0 △ NA △ ○ ― ― ○ ○ ○ ― ○
18 福井県 ○ ひとつ 4.5 ― ○ ○ 2 16 2 5 1 14 1 1 ― NA △ ○ ― ― ― ○ ○ ― ―
19 山梨県 ― ひとつ 3 ― ― ― 2 21 4 NA 1 19 0 0 ○ ― ― ○ ― ― ― ○ ― ○ ―
20 長野県 ○ 複数 2.5 ○ ― ― 1 18 2 2 1 12 0 0 ○ ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ○ ―
21 岐阜県 ― ひとつ 2 ― ― ― 1 13 2 0 0 0 0 0 ○ ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ○ ―
22 静岡県
23 愛知県 ○ ひとつ 7 ― ― ○ 1 18 2 0 1 52 0 0 ○ ― ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○
24 三重県 ○ ひとつ 2 ― ― ― 2 14 2 0 2 15 0 0 ○ ― ○ ○ ― ― ― ○ ○ ― ○
25 滋賀県 ○ ひとつ 2 ○ ― ○ 2 23 5 6 3 19 2 7 ○ ― ○ ○ ― ― ○ ○ ○ ○ ―
26 京都府 ○ ひとつ 11.5 ― ― ― 1 23 6 0 1 23 0 0 ○ ― ― ○ ― ― △ ○ ○ ○ ―
27 大阪府
28 兵庫県 ○ 複数 2 ― ― ― 1 20 2 1 1 24 2 0 ― NA ― ○ ― ― ― ○ ○ ○ ○
29 奈良県 ○ 複数 3.5 ○ ― ― 2 15 4 0 2 * 0 0 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―
30 和歌山県 ○ ひとつ 3.2 ― ― ― 1 18 2 0 1 19 0 0 ○ ― ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○
31 鳥取県 ○ ひとつ 3 ― ― ○ 2 27 3 0 2 16 0 0 ○ ― ○ ○ ― ― ― ○ ○ ○ ○
32 島根県 ○ ひとつ 5 ○ ○ ○ 3 25 4 7 1 34 0 0 ○ ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ○ ○ ―
33 岡山県 ― 複数 2.3 ○ ― ― 1 15 2 0 3 * 0 0 ○ △ ― ○ ― ― ― ○ ○ ○ ―
34 広島県
35 山口県 ― 複数 2.5 ― ― ― 1 15 2 NA 2 21 0 0 ○ ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ― ―
36 徳島県 ○ ひとつ 2.5 ― ― ○ 1 14 3 1 1 27 1 2 ○ △ △ ○ ― ― ○ ○ ○ ― ―
37 香川県 ― ひとつ 3.5 ― ― ― 1 20 3 0 1 14 0 0 ○ ― ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ―
38 愛媛県 ― 複数 0.85 ○ ― ― 1 29 5 1 * * 1 0 ○ ― ○ ○ ― ― ○ ― ○ ○ ○
39 高知県 ― ひとつ 3 ― ― ○ 2 18 3 NA 1 22 3 0 ○ ○ △ ○ ○ ― ― ○ ― ○ ―
40 福岡県 ○ ひとつ 4.2 ― ― ○ 2 22 2 NA 2 24 0 0 ― NA △ ○ ― ― ― ― ― ○ ○
41 佐賀県 ○ 複数 3.5 ― ― ― 1 20 3 0 1 19 1 0 ○ ― △ ○ ― ― ― ○ ― ― ―
42 長崎県 ○ ひとつ 1.6 ― ― ○ 1 14 2 1 1 21 0 2 ○ ― △ ○ ○ ○ ― ○ ― ― ―
43 熊本県 ○ ひとつ 2.5 ― ○ ― 1 15 2 NA 2 36 0 0 ― NA ― ○ ― ― ○ ○ ○ ○ ○
44 大分県 ○ ひとつ 1.5 ○ ― ― 2 16 1 1 2 12 0 0 ○ △ ○ ○ ― ― ― ○ ― ― ○
45 宮崎県 ○ ひとつ 1.5 ― ― ○ 1 11 2 0 2 13 0 0 ○ ― ― ○ ― ― ― ○ ― ○ ―
46 鹿児島県 ○ ひとつ 3.5 ― ― ― 1 18 5 5 NA NA NA NA ― NA △ ○ ― ― ― ○ ○ ○ ○
47 沖縄県

A 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 * 県ページ参照

B がん対策はひとつの部署で担当していますか、それとも複数の部署で担当されていますか。

C がん対策は何人の職員でご担当されていますか。専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 などとカウントしてください。

D 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連がありますか。

E がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）とは別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評価のための会議体がありますか。

F 圏域などの単位でがん医療や在宅医療を協議する会議体がありますか。

G がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数（平成27年度）

H がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数

I がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場の委員の数

J がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員ののべ数（本協議会委員を除く）

K がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平成27年度）

L がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数

M がん診療連携協議会（本連携協議会）の患者・住民立場の委員の数

N がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員ののべ数（本連携協議会委員を除く）

O がん対策推進条例は制定されていますか。

P がん対策推進条例の改正はありましたか。

Q 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。

R 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。

S 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いますか。

T 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いますか。

U 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療者意識調査を除く）を行いますか。

V がん対策に関する専用のウェブサイト（コーナー）はありますか。

W がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情報公開していますか。

X がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトなどで公開していますか。

Y がん対策に関する年次報告書的な資料を作成し、公開していますか。
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

1.北海道         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

保健福祉部健康安全局地域保健課 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それ

とも複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

3人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ある 

○○圏域連携推進会議 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

2回予定 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 15名 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

1名 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成29年3月 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

0人 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

1回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 20名 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民

立場の委員の数 

0人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 改正の動きはない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行わない 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

29年度（最終年度に第3期計画策定と

ともに予定） 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行い

ますか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、

結果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行い

ますか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、

結果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医

療者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、

その名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教

えてください。 

行わない 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

アンケート その他 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県拠点病院 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）

はありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

していない 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイト

などで公開していますか。 

している 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公

開していますか。 

している 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                   

2.青森県         

 

■取組体制について 

1.  県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

青森県がん・生活習慣病対策課 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

4人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ある 

青森県がん対策推進協議会 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

2回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 18人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

2人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成29年6月1日 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

部会なし 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

2回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 22人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

0人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されていない 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 がん条例が制定されていない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                   

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行う予定がある 

平成28年度中 県ホームページ 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

平成28年度後半 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行わない 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

その他 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県拠点病院 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

している 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

している 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

していない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                  

4.宮城県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

保健福祉部疾病・感染症対策室がん対

策班 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

3人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

2回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 19人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

2人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成29年度末 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

0人 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

1回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 22人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

0人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されていない 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 がん条例が制定されていない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                  

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行わない 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

未定 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行った 

がん検診精度管理調査（平成27年11月

～平成28年1月実施，平成28年2～3月

公表） 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

評価指標とは別の観点での設計 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

その他 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県拠点病院 

公益財団法人宮城県対がん協会 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

していない 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

している 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

していない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                      

5.秋田県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

健康推進課がん対策室 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

7.0 （肝炎対策含む） 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ある 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ある 

保健医療福祉協議会 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

１～2回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 16人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

2人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

各年10月 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

部会等なし 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

2回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 20人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

0人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 既に改正された 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                      

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行わない 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

検討中 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行った 

①秋田県がん患者等就労実態調査（調

査：7～8月、公表：3月） ②秋田県

健康づくりに関する調査「事業所棟に

おける受動喫煙防止に関する調査」（調

査：8～9月、公表：年度内） 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

評価指標とは別の観点での設計 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

ない 

過去に開催 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県拠点病院 

秋田県総合保健事業財団 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ない 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

している 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

している 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

している 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                     

7.福島県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

保健福祉部健康増進課、地域医療課 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

複数の部署 

計画・予防は健康増進課、医療は地域

医療課 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

3.5人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ある 

地域在宅医療推進協議会 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

1回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 13人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

1人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成28年10月 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

0人 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

2回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 22人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

2人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 改正の動きはない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                     

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行わない 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

平成29年度内 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行わない 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

その他 

該当なし 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

該当なし 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

していない 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

していない 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

していない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                     

8.茨城県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

保健福祉部保健予防課がん対策グルー

プ 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

5.7人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ある 

茨城県総合がん対策推進計画－第三次

計画－中間評価検討委員会 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

1回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 9人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

2人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成28年4月 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

NA 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

1回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 19人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

0人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

NA 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定に向けた動きがある 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 がん条例が制定されていない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                     

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行った／行っている 

平成27年12月（県のホームページ） 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

平成29年度から 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行わない 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

その他 

なし 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県拠点病院 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

している 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

している 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

している 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                          

9.栃木県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ない 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

2.1人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

2回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 12人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

2人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成28年中 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

0人 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

2回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 24人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

0人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されていない 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 がん条例が制定されていない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                          

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行う予定がある 

平成28年度中 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

検討中 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行わない 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

ない 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県拠点病院 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

していない 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

していない 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

していない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                          

10.群馬県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

保健予防課がん対策推進室 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

4人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

2回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 20人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

3人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成29年6月 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

11人 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

2回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 25人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

0人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 既に改正された 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                          

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行う予定がある 

平成28年5月 県ホームページ 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

平成29年4月 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行った 

小児がん実態調査 平成26年10月実

施 今後公表 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

評価指標に使用する前提での設計 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

アンケート 

県政県民意識アンケート 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県庁以外にはない 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

していない 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

している 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

していない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                        

11.埼玉県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

保健医療部疾病対策課がん・疾病対策

担当 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

7人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

2回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 15人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

3人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成29年10月 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

0人 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

2回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 27人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

0人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 改正の動きはない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                        

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行った／行っている 

平成28年3月 県のホームページ 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

未定 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行わない 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

その他 

患者団体等主催行事への参加（随時） 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県拠点病院 

その他の拠点病院 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

している 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

している 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

していない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                     

12.千葉県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

健康づくり支援課がん対策班 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

7人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

3回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 15人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

1人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成28年10月 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

5人 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

2回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 23人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

1人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

1人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 改正の動きはない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                     

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行った／行っている 

県のホームページ 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

平成29年（計画最終年） 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行わない 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

ない 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県庁以外にはない 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

していない 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

している 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

していない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                         

13.東京都         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

福祉保健局医療政策部医療政策課 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

複数の部署 

予防及び早期発見は保健政策部健康推

進課 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

8.6人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

2回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 28人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

4人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成29年8月1日 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

現時点では部会未設置 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

1回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 69人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

0人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されていない 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 がん条例が制定されていない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                         

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行う予定がある 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

平成29年度 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行う予定がある 

在宅医療提供施設等の情報 平成27

年中 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

評価指標とは別の観点での設計 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

ない 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

東京都がん診療連携協議会 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

していない 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

している 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

していない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                      

14.神奈川県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

保健福祉局保健医療部がん対策課 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

20人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ある 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

2回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 12人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

2人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成29年3月 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

NA 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

2回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 53人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

0人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 既に改正された 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                      

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行わない 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

未定 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行わない 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

その他 

県民ニーズ調査（毎年、県の施策につ

いて調査している） 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県拠点病院 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

している 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

している 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

していない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                      

15.新潟県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

福祉保健部 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

複数の部署 

予防・早期発見、計画（健康対策課） 

医療、拠点病院（医務薬事課） 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

3(0.5x6)人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

2回予定 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 19人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

3人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成28年度予定 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

0人 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

1回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 14人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

2人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 改正の動きはない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                      

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行う予定がある 

未定 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

未定 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行わない 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

ない 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県庁以外にはない 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

していない 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

していない 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

している 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                      

16.富山県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

健康課 がん対策推進班 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

6人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ある 

がん診療連携協議会（事務局：富山県

県立中央病院） 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

2回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 18人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

2人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成29年5月 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

NA 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

1回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 35人程度 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

NA 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

NA 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 改正の動きはない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                      

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行った／行っている 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行わない 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

その他 

以前より県ホームページにて市民より

問い合わせが可能 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県拠点病院 

その他の拠点病院 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ない 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

している 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

している 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

している 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                      

17石川県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ない 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

4人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ある 

石川県がん対策推進連絡調整会議 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ある 

南加賀・石川中央・能登中部・能登北

部医療圏保健医療計画推進協議会 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

1回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 23人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

2人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成29年4月 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

1人 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

3回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 25人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

0人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定に向けた動きがある 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 がん条例が制定されていない 

  

© 特定非営利活動法人がん政策サミット 2015 31



「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                      

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行う予定がある 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

平成29年度 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行った 

医療機関等におけるがん検診の受診状

況調査 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

評価指標とは別の観点での設計 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

アンケート 

面談式ヒアリング 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県拠点病院 

その他の拠点病院 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

している 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

していない 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

している 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                  

18.福井県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

4.5人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ある 

1. 福井県がん委員会、2. 福井県がん

委員会部会（胃がん部会、乳がん部会、

子宮頸がん部会、大腸がん部会、肺が

ん部会、届け出等審査部会の6部会）、

3. 県がん検診受診率向上対策協議会 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ある 

医療審議会在宅医療体制検討部会 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

2回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 16人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

2人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成29年7月 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

5人 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

1回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 14人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

1人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

1人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されていない 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 がん条例が制定されていない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                  

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行う予定がある 

平成28年2月頃 がん委員会で検討、

評価 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

平成28年度中 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行わない 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

面談式ヒアリング 

その他 

まちなかがん相談窓口、リレーフォー

ライフ（7/4）など 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県拠点病院 

その他の拠点病院 

福井県がん委員会、福井県がん検診精

度管理委員会 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

している 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

していない 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

していない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                          

19.山梨県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ない 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

3 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

3人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

（医療圏ごとに）在宅療養者支援ネッ

トワーク会議 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

2回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 21人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

4人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成29年度 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

NA 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

1回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 19人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

0人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 改正の動きはない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                          

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行わない 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

平成28年度から 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行わない 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

シンポジウム型イベント 

アンケート 

がん医療に関する県民公開シンポジウ

ム（平成27年11月21日） 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県拠点病院 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

していない 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

している 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

していない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                

20.長野県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

健康福祉部 保健・疾病対策課 が

ん・疾病対策係 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

複数の部署 

予防は健康増進課、予防以外は上記 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

2.5人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ある 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

1回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 18人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

2人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成28年3月 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

2人 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

1回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 12人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

0人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 改正の動きはない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行わない 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

平成28年度 後半 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行わない 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

ない 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県庁以外にはない 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

している 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

している 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

していない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                            

21.岐阜県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ない 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

2人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

1回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 13人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

2人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成29年4月 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

0人 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

0回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 0人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

0人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 改正の動きはない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                            

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行わない 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

平成29年度から 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行わない 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

その他 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県拠点病院 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

している 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

している 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

していない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                       

23.愛知県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

健康福祉部保健医療局健康対策課がん

対策グループ 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

7人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ある 

がん医療を専門的に協議する会議はな

いが、在宅医療を協議する会議は今年

度実施予定。 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

1回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 18人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

2人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成28年度（毎年度選任） 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

0人 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

1回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 52人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

0人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 改正の動きはない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                       

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行わない 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

未定 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行わない 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

ない 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県庁以外にはない 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

していない 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

していない 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

している 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                              

24.三重県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

健康福祉部医療対策局健康づくり課が

ん・健康対策課 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

2人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

2回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 14人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

2人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成28年8月 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

0人 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

2回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 15人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

0人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 改正の動きはない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                              

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行った／行っている 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行わない 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

その他 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県拠点病院 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

している 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

していない 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

している 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                      

25.滋賀県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

がん・疾病対策課 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

2人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ある 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ある 

医療福祉を推進する地域協議会 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

2回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 23人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

5人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成28年8月 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

6人 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

3回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 19人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

2人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

7人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 改正の動きはない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                      

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行った／行っている 

平成28年3月 県民情報室 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

平成29年度 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行った 

県政世論調査 平成27年10月公表 

http://www.pref.shiga.lg.jp/a/koho/seron/ 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

評価指標に使用する前提での設計 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

アンケート 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県立成人病センター疾病・介護予防推進

室、県衛生科学センター 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

している 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

している 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

していない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                        

26.京都府         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

健康対策課がん対策担当 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

11.5人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

1回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 23人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

6人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成29年3月19日 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

0人 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

1回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 23人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

0人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 改正の動きはない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                        

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行わない 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

未定 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行う予定がある 

未定 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

評価指標とは別の観点での設計 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

シンポジウム型イベント 

アンケート 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

なし 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

している 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

している 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

していない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                      

28.兵庫県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

健康福祉部健康局疾病対策課がん・難

病対策班 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

複数の部署 

主に、疾病対策課がん・難病対策班、

予防は健康増進課 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

2人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

1回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 20人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

2人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成29年9月 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

1人 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

1回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 24人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

2人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されていない 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 がん条例が制定されていない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                      

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行わない 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行わない 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

アンケート 

県民意識調査など（不定） 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県庁以外にはない 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

している 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

している 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

している 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                   

29.奈良県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

医療政策部保健予防課がん対策係 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

複数の部署 

対策は保健予防課、予防は健康づくり

推進課 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

3.5人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ある 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

2回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 15人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

4人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成28年8月 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

0人 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

2回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 規定なし 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

0人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 既に改正された 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                   

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行う予定がある 

平成28年3月 県のホームページ 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

平成29年度の予定 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行った 

ならの患者体験調査（平成27年9月実

施、年度内公表予定）、ならのがん在

宅療養に関する患者・家族意識調査（平

成26年8月実施、平成27年1月公開） 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行った 

ならの在宅療養に関する診療所調査

（平成27年9月実施、年度内公表予定） 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行った 

ならのがん患者リハビリテーションに

関する病院調査（平成27年9月実施、

年度内公表予定）、ならのがん診療に

関する拠点・支援病院調査（平成27年

9月実施、年度内公表予定） 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

評価指標に使用する前提での設計 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

タウンミーティング、シンポジウム型

イベント、アンケート 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県拠点病院 

奈良県地域がん診療連携支援病院（県

指定） 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

している 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

している 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

していない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                           

30.和歌山県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

福祉保健部健康局健康推進課 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

3.2人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

1回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 18人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

2人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成28年8月 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

0人 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

1回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 19人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

0人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 改正の動きはない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                           

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行わない 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

未定 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行わない 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

その他 

特になし 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

特になし 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

していない 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

していない 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

している 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                      

31.鳥取県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

福祉保健部健康政策課 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

3人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ある 

圏域がん対策推進会議 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

2回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 27人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

3人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成28年4月 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

0人 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

2回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 16人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

0人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 改正の動きはない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                      

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行った／行っている 

当県では、毎年アクションプランを策

定し、評価を行い、ホームページに公

表している。 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

平成29年 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行わない 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

アンケート 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県拠点病院 

その他の拠点病院 

鳥取県健康対策協議会 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

している 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

している 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

している 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                     

32.島根県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

島根県健康福祉部健康推進課がん対策

推進室 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

5人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ある 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ある 

島根県がん診療ネットワーク協議会 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ある 

圏域によって名称が異なる 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

3回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 25人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

4人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成29年3月 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

7人 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

1回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 34人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

0人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 既に改正された 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                     

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行った／行っている 

結果は年内に県のホームページで公開

予定 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

平成29年度を予定 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行った 

がん患者の就労に関するアンケート 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

評価指標とは別の観点での設計 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

面談式ヒアリング 

がんサロンへの訪問、圏域公聴会ほか 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県拠点病院 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

している 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

している 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

していない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                   

33.岡山県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ない 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

複数の部署 

予防・検診は健康推進課、左記以外は

医療推進課 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

2.3人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ある 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

1回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 15人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

2人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成29年4月1日 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

0人 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

3回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 決まっていない 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

0（オブザーバー参加あり） 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 改正に向けた動きがある 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                   

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行わない 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

平成28年8月頃 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行わない 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

アンケート 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県拠点病院 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

している 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

している 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

していない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                

35.山口県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ない 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

複数の部署 

１次予防：健康増進課、以外：医療政

策課 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

2.5人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

1回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 15人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

2人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成28年4月 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

NA 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

2回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 21人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

0人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 改正の動きはない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行わない 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

平成28年度 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行わない 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

NA 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

NA 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

している 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

していない 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

していない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                          

36.徳島県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

保健福祉部健康増進課 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

2.5人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ある 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

1回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 14人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

3人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成29年9月 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

1人 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

1回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 27人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

1人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

2人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 改正に向けた動きがある 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                          

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行う予定がある 

検討中 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

平成29年度 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行った 

がん治療における緩和ケア等について

のアンケート（調査時期：平成27年9

月17日～30日、公開中） 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

評価指標とは別の観点での設計 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

アンケート 

e-モニターアンケート（随時） 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

（公財）とくしま未来健康づくり機構 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

している 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

していない 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

していない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                        

37.香川県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ない 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

3.5人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

1会 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 20人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

3人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成28年4月 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

0人 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

1回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 14人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

0人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 改正の動きはない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                        

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行った／行っている 

未定 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

平成29年度 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行った 

名称：平成27年度がん患者ニーズ調査 

調査実施時期：現在調査中 結果公表

時期・方法：未定 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行った 

名称：香川県がん検診受診者数調査 

平成26年度分は県ＨＰで公表済 平

成27年度実施分は12月までに県ＨＰ

で公表予定 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

評価指標に使用する前提での設計 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

ない 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県拠点病院 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

している 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

している 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

していない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                     

38.愛媛県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ない 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

複数の部署 

予防、検診、がん登録は健康増進課、

左記以外は医療対策課 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

0.3、0.35、0.2 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ある 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

1回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 29人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

5人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成28年7月29日 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

1人 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

役員会１回、幹事会２回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 役員会24人、幹事会46人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

1人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 改正の動きはない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                     

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行った／行っている 

未定 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

未定 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行った 

平成26年度 患者サロンと各病院の

相談支援センターとの連携についての

実態調査 公表はしていない 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

評価指標とは別の観点での設計 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

その他 

特にない 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県拠点病院 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ない 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

している 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

している 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

している 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                

39.高知県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ない 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

担当：2、0.2人 チーフ：0.8人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ある 

県内各福祉保健所単位で在宅医療を協

議する会議体があるが、福祉保健所毎

に名称が異なる。 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

2回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 18人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

3人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成28年7月 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

部会なし 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

1回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 22人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

3人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 既に改正された 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                                

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行う予定がある 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

議論開始時期も含め、今後検討を行う 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行った 

・患者満足度等調査（平成27年7月1日

～8月15日）  ・平成28年4月以降、

高知県ホームページで公開予定 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行わない 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

評価指標に使用する前提での設計 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

シンポジウム型イベント 

アンケート 

第9回高知県がんフォーラム：平成28

年1月17日 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県拠点病院 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

していない 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

している 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

していない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                              

40.福岡県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

保健医療介護部健康増進課 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

4.2 （係長を除く）人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ある 

地域在宅医療推進協議会 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

2回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 22人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

2人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成29年10月 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

NA 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

2回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 24人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

0人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されていない 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 がん条例が制定されていない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                              

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行う予定がある 

未定 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

未定 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行わない 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

NA 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

NA 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ない 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

していない 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

している 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

している 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                             

41.佐賀県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

健康増進課 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

複数の部署 

がん対策全般は健康増進課、がん教育

は学校教育課体育保健室 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

3.5人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

1回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 20人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

3人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成30年4月1日 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

0人 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

1回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 19人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

1人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 改正の動きはない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                             

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行う予定がある 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

未定 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行わない 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

アンケート 

その他 

がんサロン、がん予防推進委員交流会

など がんサロン第２日曜日 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県拠点病院 

その他の拠点病院 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

していない 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

していない 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

していない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                           

42.長崎県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

福祉保健部医療政策課 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

1.6人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ある 

在宅医療連携協議会 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

1回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 14人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

2人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成30年 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

1人 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

1回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 21人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

0人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

2人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 改正の動きはない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                           

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行う予定がある 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

平成28年4月 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行った 

患者・家族アンケート 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行った 

緩和ケアアンケート 地域連携アンケ

ート 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行わない 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

評価指標に使用する前提での設計 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

シンポジウム型イベント 

アンケート 

9月県民公開講座参加者アンケート 

2月患者・家族アンケート 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県拠点病院 

その他の拠点病院 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

していない 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

していない 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

していない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                              

43.熊本県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

2.5 （がん対策0.8, がん検診0.8, がん

登録0.5）人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ある 

熊本県がん診療連携協議会および同

PDCAワーキンググループ 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

1回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 15人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

2人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成28年4月1日 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

部会なし 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

2回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 36人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

0人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されていない 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 がん条例が制定されていない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                              

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行わない 

※毎年度懇話会にて進捗を計る 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

平成29年度 取組を踏まえて第3次計

画を策定する 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行った 

企業・団体向け就労支援対策アンケー

ト（実施時期：平成27年7月21～31日、

ホームページ公開：平成27年11月中下

旬） 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

評価指標とは別の観点での設計 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

ない 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

（地域がん登録）委託業者 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

している 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

している 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

している 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                             

44.大分県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

健康対策課 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

1.5人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ある 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

2回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 16人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

1人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成28年1月1日 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

1人 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

2回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 12人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

0人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 改正に向けた動きがある 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                                             

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行った／行っている 

平成27年4月 県のホームページ 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行わない 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

アンケート 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

県拠点病院 

その他の拠点病院 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

していない 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

していない 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

している 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                               

45.宮崎県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

福祉保健部健康増進課 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

1.5人 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ある 

在宅緩和ケア推進連絡協議会 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

1回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 11人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

2人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成29年11月 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

0人 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

2回 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 13人 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

0人 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

0人 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されている 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 改正の動きはない 
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「都道府県がん対策カルテ 2015」都道府県の体制について 

                                               

 

 

■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行わない 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

行う予定がある 

未定 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行わない 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

ない 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

公益財団法人宮崎県健康づくり協会 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

していない 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

している 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

していない 
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46.鹿児島県         

 

■取組体制について 

1. 県庁にがん対策の専門部署はありますか。 ある 

健康増進課 

2. がん対策はひとつの部署で担当していますか。 それと

も複数の部署で担当されていますか。 

複数の場合、分野ごとに担当部署を教えてください。 

ひとつの部署 

3. がん対策は何人の職員でご担当されていますか。 

専従の方は1, 兼任の方は担当職務数割で0.5, 0.3 な

どとカウントしてください。 

係長0.5（歯科保健も担当）、担当専従

3 

4. 県議会にがん対策に関する超党派・超会派の議連があ

りますか。 

ない 

5. がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議）と

は別に、がん対策の進捗管理（PDCAサイクル）や評

価のための会議体がありますか。 

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

6. 圏域などの単位でがん医療 や在宅医療を協議する会

議体がありますか。  

ある場合、その会議体の名称を教えてください。 

ない 

 

■がん対策推進協議会（およびそれに該当する会議、以下がん対策推進協議会等）、がん診療連携協 

議会について 

7. がん対策推進協議会等（部会含まず）の開催予定回数

（平成27年度） 

1回 

8. がん対策推進協議会等（本協議会）の全委員の数 18人 

9. がん対策推進協議会等（本協議会）の患者・住民立場

の委員の数 

5人 

10. がん対策推進協議会等（本協議会）委員が次に改選さ

れる時期 

平成29年4月 

11. がん対策推進協議会等部会の患者・住民立場の委員の

のべ数（本協議会委員を除く） 

5人 

12. がん診療連携協議会（部会含まず）の開催予定回数（平

成27年度） 

NA 

13. がん診療連携協議会（本連携協議会）の全委員の数 NA 

14. がん診療連携協議会（ 本連携協議会）の患者・住民立

場の委員の数 

NA 

15. がん診療連携協議会部会の患者・住民立場の委員のの

べ数（本連携協議会委員を除く） 

NA 

 

■がん条例について 

16. がん対策推進条例は制定されていますか。 制定されていない 

17. がん対策推進条例の改正はありましたか。 がん条例が制定されていない 
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■がん計画について 

18. 第2次がん対策推進計画の中間評価を行いましたか。 

行う場合は、結果の公表時期と方法（例 県のホーム

ページ）を教えてください。 

行う予定がある 

計画の進捗状況を把握する予定ではあ

るが、公開するかは未定 

19. 第2次がん対策推進計画の最終評価を行いますか。 

行う場合は、いつからその議論を始めるかを教えてく

ださい。 

未定 

 

■がんの現況・がん対策についての情報報収集や意見聴取について 

20. 平成26-27年度内に、県による患者満足度調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください 

行わない 

21. 平成26-27年度内に、県による医療者意識調査を行いま

すか。 行う場合は、その名称と、調査実施時期、結

果公表時期と方法を教えてください。 

行わない 

22. 平成26-27年度内に、県独自の調査（患者満足度・医療

者意識調査を除く）を行いますか。 行う場合は、そ

の名称と、調査実施時期、結果公表時期と方法を教え

てください。 

行わない 

23. 質問21,22,23で、患者満足度調査、医療者意識調査、

その他の調査を行う県に伺います。 

それらの調査は、県計画の評価指標に使用する前提で

設計されましたか／される予定ですか。 それと 

も、県計画の評価とは別の観点での設問設計ですか。 

 

24. 市民の意見を収集するプロセスがありますか。実施さ

れているものにチェックを入れてください（複数可）。 

その他 

患者団体と意見交換会を開催する予定 

25. 県庁以外の組織／人が、がん対策の現況把握や進捗管

理に役立つデータの収集・分析を行う役割を担ってい

ますか。 

NA 

 

■がん対策情報の提供について 

26. がん対策に関する専用 のウェブサイト（コーナー）は

ありますか。 

ある 

27. がん対策予算に関して、ウェブサイトなどで住民に情

報公開していますか。 

している 

28. がん対策推進協議会の資料と議事録をウェブサイトな

どで公開していますか。 

している 

29. がん対策に関する年次報 告書的な資料を作成し、公開

していますか。 

している 
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