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◇　がんの予防を推進するため，食生活，運動，喫煙その他の生活習慣が健康に及ぼす影響等，

がんに関する正しい知識について広く県民へ普及啓発を行う必要があります。

◇　がん検診を推進するため，がん検診及びその結果に基づく精密検査の重要性について，広

く県民へ普及啓発を行うとともに，がん検診の精度管理の向上を図る必要があります。

◇　がん患者に対し質の高い医療を提供するため，がん診療連携拠点病院等との連携のもと，

高度で専門的ながん医療の推進及び機能の強化等に努める必要があります。

◇　がんの患者及びその家族を支援するため，がんに関する総合的な情報の提供，相談支援体

制の整備の促進等に努める必要があります。

◇　生活習慣病検診管理指導協議会に設置している胃がん・肺がん・大腸がん・子宮がん・

乳がんの各がん部会において，検診実績等に基づき検診の精度管理，評価，市町村や検診機

関等への指導を行う必要があります。

（3）市町村の役割

◇　がんに関する正しい情報やがん検診の重要性について普及啓発を図る必要があります。

◇　精度の高いがん検診の提供と受診率の向上に努める必要があります。

◇　がん検診の要精密検査者への受診勧奨や，適切な保健指導を行う必要があります。

◇　県や医療機関等との連携のうえ，市町村の有する福祉資源を適切にがんの患者及びその

家族へ提供できるよう，がんの相談窓口等の情報を把握し，活用する必要があります。

【全体目標】

進捗経過
項　　目

第二次後期策定時
－平成19（2007）年度－

第三次策定時
－平成24（2012）年度－

現況値
－平成29（2017）年度－

目　　　標

目標値等 目標年度

1
75歳未満のがんによる年齢調整
死亡率の減少（人口10万人対）

（平成17年） 
95.1

（平成22年） 
84.5

（平成27年） 
83.1

76.1

2023年度2 がん患者が適切な医療を受けられる体制の充実 － －
目標年度までに 

達成

3
がん患者が尊厳を持って安心して暮らせる社会の
構築

－ （現在取組中）
目標年度までに 

達成

※項目2 ～ 3　保健予防課が実施する調査により実態確認

茨城県総合がん対策推進計画－第四次計画－の目標項目一覧

【個別目標】

第１章 がん教育とがん予防

　項　　　　　　　目
目　　　標

目標値等 目標年度

1

がんのリスク
に関する知識
の 習 得 割 合 

1 喫煙（たばこ（受動喫煙含む）ががんのリスクを上げることの理解）

100% 2023年度

2 飲酒（過度の飲酒がががんのリスクを上げることの理解）

3 食生活（食塩ががんのリスクを上げることの理解）

4 身体活動（運動ががんのリスクを下げることの理解）

5 体形（肥満・やせすぎががんのリスクを上げることの理解）

6 感染（ウイルス感染ががんのリスクを上げることの理解）

 進捗経過
項　　目

第二次後期策定時
－平成19（2007）年度－

第三次策定時
－平成24（2012）年度－

現況値
－平成28（2016）年度－

目　　　標

目標値等 目標年度

2 がん予防推進員の養成※１ 6,472名 7,175名
8,154名 

（平成29年度）
10,000名 2023年度

3 がん検診推進サポーターの養成※2 －   266名
6,969名 

（平成29年度）
10,000名 2023年度

4
成人の喫煙率

（%）※３

1 男　性 41.2% 35.3% 33.5% 25.5%
2023年度

2 女　性 11.1% 11.3% 6.6% 4.0%

5
未成年の喫煙率

（%）※４

1 男　性 12.9% 12.2% 3.5% 0%
2023年度

2 女　性 3.3% 3.8% 2.0% 0%

※1　保健予防課の業務資料（がん予防・検診普及推進事業「がん予防推進員の養成実績」）より
※2　保健予防課の業務資料（がん検診受診率向上企業連携プロジェクト事業「がん検診推進サポーターの養成実績」）より
※3　 「茨城県総合がん対策推進モニタリング調査」より。目標値は，「健康いばらき21プラン」に準拠して設定。
※4 　「茨城県民健康実態調査」より（上表の値は，平成18，22，27年度調査データ）
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 進捗経過
項　　目

第二次後期策定時
－平成19（2007）年度－

第三次策定時
－平成24（2012）年度－

現況値
－平成28（2016）年度－

目　　　標

目標値等 目標年度

6

最近受動喫煙
の機会があっ
た人の割合

（非喫煙者）

1 職　　場 － － －

0% 2023年度
2 飲 食 店 － － －

3 家　　庭 － － －

4 公共の場 － － －

7 禁煙施設の認証数※５ － 4,487件 6,107件 9,000件 2023年度

8 １日の野菜摂取量（g）※６ 300.3g 281.7g 282.5g 350g 2023年度

9
１日の食塩摂
取量（g）※７

1 男　性  12.9g  11.5g 11.4g 8.0g 2023年度

2 女　性  11.4g  10.1g 9.7g 7.0g 2023年度

10
１日あたりの果物（ジャムを除く）
摂取量100g未満の者の割合（%）※8 － 57.9% 64.2% 48.2% 2023年度

11
生活習慣病のリスクを
高める量を飲酒してい
る者の割合（%）　※９

1 男　性 －  22.9% 22.0% 20.3% 2023年度

2 女　性 －  21.1% 8.0% 7.4% 2023年度

※5　保健予防課の業務資料（「茨城県禁煙認証制度」認証施設数）より
※6 ～ 9　「茨城県総合がん対策推進モニタリング調査」より。目標値は，「健康いばらき21プラン」に準拠して設定。
※9　「生活習慣病のリスクを高める飲酒量」とは， 男性では40g，女性では20g以上をいう。

第２章 がん検診と精度管理
 進捗経過

項　　目
三次計画策定時
－平成22（2010）年度－

三次計画中間評価時
－平成25（2013）年度－

四次計画策定時
－平成28（2016）年度－

目　　　標

目標値等 目標年度

12

が
ん
検
診
受
診
率  
※
10

1 胃がん
（40～69歳） 32.6% 39.5% 42.4%

50% 
（70歳未満の受診率） 2022年度

（40歳以上） 29.8% 36.6% 39.9%

2 肺がん
（40～69歳） 26.6% 44.2% 51.0%

（40歳以上） 24.0% 40.6% 47.7%

3 大腸がん
（40～69歳） 25.6% 36.8% 42.2%

（40歳以上） 23.3% 33.6% 38.9%

4 乳がん
（40～69歳） 39.8% 44.8% 46.2%

（40歳以上） 30.4% 34.9% 36.7%

5 子宮頸がん
（20～69歳） 36.5% 41.7% 42.5%

（20歳以上） 30.4% 34.8% 36.0%

	 	

 進捗経過
項　　目

二次後期計画策定時
－平成19（2007）年度－

三次計画策定時
－平成24（2012）年度－

四次計画策定時
－平成28（2016）年度－

目　　　標

目標値等 目標年度

13
精 密 検 査
受 診 率 
※11

1 胃がん 82.2% 83.8% 83.3%

90% 2023年度

2 肺がん 84.0% 85.5% 83.4%

3 大腸がん 69.3% 72.0% 72.6%

4 乳がん 84.6% 82.7% 84.2%

5 子宮頸がん 91.6% 88.5% 86.9%

※10 　「国民生活基礎調査」（健康票）より　国の検診基準に基づくがん検診受診率
：胃がんは，平成22・25・28年値については過去1年，平成34年値（目標値）については過去2年の受診率。
　肺，大腸がんは，過去1年の受診率。乳，子宮頸がんは，過去2年の受診率。
：対象年齢は，がん対策推進基本計画（平成24年6月）では、上限設定（70歳未満）されたが、過去の県計

画目標値との比較のため，上限なしの値も併記している。
：「国民生活基礎調査」は毎年実施されているが，がん検診受診率は，3年に1度の大規模調査時のみ調査項目

となるため目標値の最終確認は，計画最終年（平成35年度）ではなく，平成34年の値で行う予定。
※11　保健予防課の業務資料（各がん種別「がん検診実施年報」より）
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第３章－Ⅰ がん医療体制の整備
 進捗経過

項　　目 

第二次後期策定時

－平成19（2007）年度－

第三次策定時

－平成24（2012）年度－

現況値

－平成29（2017）年度－

目　　　標

目標値等 目標年度

14
がん患者に在宅医療を提供している医

療機関数※12
－ 225機関 202機関

320医療機関 

（医療機関の約20％）
2023年度

15 訪問看護認定看護師の育成 1名
二次保健医療圏：

5カ所（6名）

二次保健医療圏：

8カ所（11名）

各二次保健医療圏に 

1名以上
2023年度

16 がん患者の在宅死亡割合※13 － － 10.4% 20% 2023年度

17

がん診療連携拠点病院に放射線療法に

携わる専門的な知識及び技能を有する

専任の医学物理士の配置

3/9病院 6/9病院 9/10病院
各拠点病院に 

1名以上配置
2023年度

18

がん診療連携拠点病院に化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医療従事者の配置

1

医師

日本臨床腫瘍学会がん薬物

療法専門医

－
2/9病院

（3名）

4/10病院

（7名）

各拠点病院に 

1名以上配置
2023年度

2
薬剤師

がん薬物療法認定薬剤師

3/9病院

（5名）

7/9病院

（15名）

9/10病院

（17名）

各拠点病院に 

1名以上配置
2023年度

3
看護師

がん化学療法看護認定看護師
－ -

2/10病院

（13名）

各拠点病院に 

2名以上配置
2023年度

19

がん診療連携拠点病院にがんに係る5分野の認定看護師の育成・配置

1 緩和ケア認定看護師 － －
7/10病院

（22名）

各拠点病院に 

2名以上
2023年度

2
がん化学療法看護認定看護

師
－ －

2/10病院

（13名）

各拠点病院に 

2名以上
2023年度

3 がん性疼痛看護認定看護師 － －
3/10病院

（4名）

各拠点病院に 

1名以上
2023年度

4 乳がん看護認定看護師 － －
5/10病院

（6名）

各拠点病院に 

1名以上
2023年度

5
がん放射線療法看護認定看

護師
－ －

3/10病院

（3名）

各拠点病院に 

1名以上
2023年度

20
がん診療連携拠点病院に特定行為研修

修了看護師の育成・配置
－ －

2/10病院

（7名）

各拠点病院に 

1名以上
2023年度

21
がん診療連携拠点病院等における栄養

サポートチームの整備（加算取得）
－ － 7/11病院 各拠点病院等に整備 2023年度

22
がん診療連携拠点病院に医科歯科連携

による口腔管理の提供体制の整備
－ － 9/10病院 各拠点病院に整備 2023年度

23

がん診療連携拠点病院，地域がん診療

病院，県がん指定病院におけるがん患

者リハビリテーション体制の整備（加

算取得）

－ － 16/17病院 各医療機関に整備 2023年度

※12　医療機能・連携調査（平成24年12月調査及び平成29年12月調査）から集計。平成24年度値及び現況値は次のとおり推計
「がん患者への在宅医療を提供している」と回答した医療機関数／調査に回答した医療機関数×調査対象の医療機関数
なお，目標値については，本来がん患者が希望に応じて在宅でも療養生活を送ることができる体制の整備であることから，単純に医療
機関数を目標値として設定することは適当ではないが，がん患者の利便性を向上させる意味から，当面，全医療機関の20％の値を目
標値とする。

※13　平成27年人口動態調査の都道府県別の死因から集計
「在宅等でのがんによる死亡者数」／「がんによる死亡者数」
・「在宅等でのがんによる死亡者数」は，人口動態調査の都道府県別の死因「悪性新生物」の在宅等（介護老人保健施設，自宅，老人ホーム）
　での死亡者数
・「がんによる死亡者数」とは，人口動態調査の都道府県別の死因「悪性新生物」の全死亡者数
・目標値については，平成28年度茨城県総合がん対策推進モニタリング調査において，「末期がんの療養生活の最期の送り方の希望」
　の質問について，「自宅で最期まで療養したい」と回答した方が概ね2割であったため，20％とする。
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第３章－Ⅱ 緩和ケアの推進
 進捗経過

項　　目
第二次後期策定時
－平成19（2007）年度－

第三次策定時
－平成24（2012）年度－

現況値
－平成29（2017）年度－

目　　　標

目標値等 目標年度

24

茨城県緩和ケア研修会受講

がん診療連携拠点病院等の
「がん診療において，がん
患者の主治医や担当医とな
る者」の受講率

－ － 80.9% 90％以上 2023年度

がん診療に携わる医師受講
者数（うち，診療所勤務医
受講者数）

－ － 1,697人 
（161人）

2,300人 
（400人） 2023年度

25 茨城県緩和ケア研修会フォローアップ
研修会の開催 － － なし 年１回以上開催 2023年度

26

がん診療連携拠点病院，地域がん診療病院及び県がん診療指定病院における緩和ケアチームの人員体制（1名以上/病院配置）

1
精神症状の緩和に携わる専
門的知識，技能を有する医師

（常勤，非常勤を問わない）
－

13/16病院
（14名）

（H24.9月末現在）

13/17病院
（14名）

各がん診療連携拠点
病院・地域がん診療
病院・茨城県がん診
療指定病院に設置

2023年度2 緩和ケア認定看護師または
がん性疼痛看護認定看護師 －

12/16病院
（24名）

（H24.9月末現在）

16/17病院
（32名）

3 緩和薬物療法認定薬剤師 －
0/16病院
（0名）

（H24.9月末現在）

6/17病院
（6名）

27 地域がんセンターに緩和ケアセンター
を整備 － 0/4病院

（H24.9月末現在） 2/4病院 4病院 2023年度

28
地域がんセンター以外のがん診療連携
拠点病院等に緩和ケアセンター又は同
様の機能を担う体制を整備

－ － 0/7病院 7病院 2023年度

29
がん診療連携拠点病院等による地域緩和
ケア連携に関する協議会（地域緩和ケア
連携協議会（仮称））等を年1回以上開催

－ － － 11病院 2023年度

30

職種や技術等に応じた段階的な教育プログラムでの研修会の開催

1 医師会 － － 年1回以上開催 年１回以上開催

2023年度2 看護協会 － － 年1回以上開催 年１回以上開催

3 薬剤師会 － － 年1回以上開催 年１回以上開催

第３章－Ⅲ 生活支援体制の整備
 進捗経過

項　　目
第二次後期策定時
－平成19（2007）年度－

第三次策定時
－平成24（2012）年度－

現況値
－平成29（2017）年度－

目　　　標

目標値等 目標年度

31
すべてのがん診療連携拠点病院，地域
がん診療病院，茨城県がん診療指定病
院において患者サロンを設置

－ － 11箇所

各がん診療連携拠点
病院・地域がん診療
病院・茨城県がん診
療指定病院に設置

2023年度

32

国立がん研究センターが実施する「相談
支援センター相談員指導員研修会」を受
講した相談員をがん診療連携拠点病院の
がん相談支援センターに１名ずつ配置

－ － 7/11病院 
（8名）

各がん診療連携拠点の
がん相談支援センター
に１名ずつ配置

2023年度

第４章 がん登録とがん研究
 進捗経過

項　　目
第二次後期策定時
－平成19（2007）年度－

第三次策定時
－平成24（2012）年度－

現況値
－平成29（2017）年度－

目　　　標

目標値等 目標年度

33 標準登録様式による院内がん登録を実
施している医療機関数※14 9病院 17/29病院 19/29病院 28 ※15 2023年度

34

がん診療連携拠点病院，地域がん診療
病院及びがん診療指定病院において院
内がん登録実務中級認定者※16を1名以
上配置

－ － 13/17病院 17病院 2023年度

35 全国がん登録における茨城県のDCO（%）
（罹患集計年） － － 6.2％ ※17 

（H25）
3.0％以下 
（H33） 2023年度

※14　厚生労働省が定めた標準登録様式に基づく院内がん登録を実施していること
※15　地域がん診療病院である小山記念病院（一般病床200床未満）を含む（平成30年3月末現在）
※16　国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センター主催
※17　平成28年度集計の地域がん登録平成25年罹患集計の数値

【全体目標】

 1 ．科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実　

　～がんを知り，がんを予防する～

　がんを予防する方法を普及啓発するとともに，研究を推進し，その結果に基づいた施策を実

施することにより，がんの罹患者を減少させる。国民が利用しやすい検診体制を構築し，がん

の早期発見・早期治療を促すことで，効率的かつ持続可能ながん対策を進め，がんの死亡者の

減少を実現する。

 2 ．患者本位のがん医療の実現

　～適切な医療を受けられる体制を充実させる～

　ビッグデータや人工知能（Artificial Intelligence。以下「ＡＩ」という。）を活用したがんゲノ

ム医療等を推進し，個人に最適化された患者本位のがん医療を実現する。また，がん医療の質

の向上，それぞれのがんの特性に応じたがん医療の均てん化・集約化及び効率的かつ持続可

能ながん医療を実現する。

 3 ．尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

　～がんになっても自分らしく生きることのできる地域共生社会を実現する～

　がん患者が住み慣れた地域社会で生活をしていく中で，必要な支援を受けることができる

環境を整備する。関係者等が，医療・福祉・介護・産業保健・就労支援分野等と連携し，効率

的な医療・福祉サービスの提供や，就労支援等を行う仕組みを構築することで，がん患者が，

いつでもどこに居ても，安心して生活し，尊厳を持って自分らしく生きることのできる地域共

生社会を実現する。

【分野別施策と個別目標】

 1 ．科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実

（1） がんの1次予防

　喫煙率については，「健康日本21（第二次）」と同様，平成34（2022）年度までに，禁煙希望

者が禁煙することにより，成人喫煙率を12％とすること，妊娠中の喫煙をなくすこと及び20

歳未満の者の喫煙をなくすことを目標とする。 

　2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて受動喫煙対策を徹底し，本基本計画の

計画期間中において，望まない受動喫煙のない社会をできるだけ早期に実現することを目標

とする。

　その他の生活習慣改善については，平成34（2022）年度までに，生活習慣病のリスクを高め

る量を飲酒している者について，男性13.0％（13.9％）・女性6.4％（8.1％）とすること，運動

習慣のある者について，20 ～ 64歳：男性36.0％（24.6％）・女性33.0％（19.8％），65歳以上：

男性58.0％（52.5％）・女性48.0％（38.0％）とすること等を実現することとする。 

　※（ 　）内は，平成27年のデータ。

（2） がんの早期発見及びがん検診（2次予防）

　国は，男女とも対策型検診で行われている全てのがん種において，がん検診の受診率の目標

値を50％とする。

　国は，精密検査受診率の目標値を90％とする。

　国は，｢職域におけるがん検診に関するガイドライン（仮称）｣を1年以内に策定し，職域での

普及を図る。

 2 ．患者本位のがん医療の実現

（1） がんゲノム医療

　国は，ゲノム情報等を活用し，個々のがん患者に最適な医療を提供するため，「ゲノム情報

を用いた医療等の実用化推進タスクフォース」や「がんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会」

の報告書を踏まえ，本基本計画に基づき，段階的に体制整備を進める。また，「がんゲノム医

療推進コンソーシアム」を形成すること，2年以内に拠点病院等の見直しに着手することなど，

がんゲノム医療を提供するための体制整備の取組を進める。

（2） がんの手術療法，放射線療法，薬物療法及び免疫療法の充実

　国は，新たながん医療提供体制について，2年以内に検討する。必要に応じて拠点病院等の

整備指針の見直しを行い，拠点病院等の機能を更に充実させる。

　国は，がん医療の質の担保と効率的・効果的な推進に資するため，手術療法，放射線療法，

薬物療法及び免疫療法に関するそれぞれの専門的な学会が，それらの治療法に関する最新の

情報について互いに共有した上で，周知啓発を行うよう要請する。

（3） チーム医療の推進

　国は，がん患者が入院しているときや，外来通院しながら在宅で療養生活を送っているとき

など，それぞれの状況において必要なサポートを受けられるようなチーム医療の体制を強化

する。

（4） がんのリハビリテーション

　国は，がんのリハビリテーションに携わる有識者の意見を聴きながら，拠点病院等における

リハビリテーションのあり方について，3年以内に検討し，その結果について，拠点病院等で

の普及に努める。

（5） 支持療法の推進

　国は，がん治療による副作用・合併症・後遺症により，患者とその家族のＱＯＬが低下しな

いよう，患者視点の評価も重視した支持療法に関する診療ガイドラインを作成し，医療機関で

の実施につなげる。

（6） 希少がん及び難治性がん対策（それぞれのがんの特性に応じた対策）

　国は，希少がん患者が適切な医療を受けられる環境を整備するため，中核的な役割を担う機

関を整備し，希少がん対策を統括する体制を2年以内に整備する。

　国は，希少がん及び難治性がんに対するより有効性の高い診断・治療法の研究開発を効率

的に推進するため，国際的な研究ネットワークの下で行うなど，がん研究を推進するための取

組を開始する。患者に有効性の高い診断法・早期発見法・治療法を速やかに提供するための

体制づくりを進める。

（7） 小児がん，ＡＹＡ世代のがん及び高齢者のがん対策

　国は，小児がん，ＡＹＡ世代のがんを速やかに専門施設で診療できる体制の整備を目指して，

「小児がん医療・支援のあり方に関する検討会」及び「がん診療提供体制のあり方に関する検

討会」で検討を行い，3年以内に，小児がん拠点病院とがん診療連携拠点病院等の整備指針の

見直しを行う。

　国は，高齢者のがん診療に関する診療ガイドラインを策定した上で，診療ガイドラインを拠

点病院等に普及することを検討する。

（8） 病理診断

　国は，より安全で迅速な質の高い病理診断や細胞診断を提供するための環境を整備する。

（9） がん登録

　国は，がん登録によって得られた情報を利活用することによって，正確な情報に基づくがん

対策の立案，各地域の実情に応じた施策の実施，がんのリスクやがん予防等についての研究の

推進及び患者やその家族等に対する適切な情報提供を進める。

（10） 医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組

　国は，拠点病院等や小児がん拠点病院の医師が，患者や家族に対して臨床研究，先進医療，

医師主導治験，患者申出療養制度等についての適切な説明を行い，必要とする患者を専門的な

施設につなぐ仕組みを構築する。また，がん患者に対し，治験や臨床試験に関する情報を提供

する体制を整備する。

 3 ．尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

（1） がんと診断された時からの緩和ケアの推進

　がんによる身体的な痛みは，患者の日常生活に重大な支障を来し，ＱＯＬを大きく損ねる。

このため，がん診療に携わる医療機関において，医療従事者は，徹底した疼痛ケアを行い，患

者の日常生活動作に支障が出ないようにする。

　国及びがん診療に携わる医療機関は，関係学会等と協力して，医師はもちろんのこと，がん

診療に携わる全ての医療従事者が，精神心理的・社会的苦痛にも対応できるよう，基本的な緩

和ケアを実施できる体制を構築する。

　都道府県がん診療連携拠点病院においては，「緩和ケアセンター」の機能をより一層充実さ

せる。地域がん診療連携拠点病院における「緩和ケアセンター」のあり方について，設置の要

否も含め，3年以内に検討する。

　拠点病院等以外の病院や緩和ケア病棟における緩和ケアの実態及び患者のニーズを調査し，

その結果を踏まえ，緩和ケアの提供体制について検討を進める。

（2） 相談支援及び情報提供

　国は，多様化・複雑化する相談支援のニーズに対応できるよう，関係学会との連携や相談支

援従事者の研修のあり方等について，3年以内に検討し，より効率的・効果的な相談支援体制

を構築する。

　国は，ピア・サポートの実態調査，効果検証を行った上で，3年以内に研修内容を見直し，ピア・

サポートの普及に取り組む。

　国は，国民が必要な時に，自分に合った正しい医療情報を入手し，適切に治療や生活等に関

する選択ができるよう，科学的根拠に基づく情報を迅速に提供するための体制を整備する。

（3） 社会連携に基づくがん対策・がん患者支援

　国は，がん患者がその療養する場所にかかわらず，質の高いがん医療を受けられるよう，2

年以内に，地域連携体制について検討し，必要に応じて拠点病院等の整備指針の見直しを行い，

拠点病院等の機能を更に充実させる。

　拠点病院等は，医療と介護との連携を図りつつ，地域における緩和ケアの状況を把握し，地

域における緩和ケアの提供体制について検討する場を3年以内に設けるなど，地域における

他の医療機関との連携を図る。都道府県は，その開催状況を把握することに努める。

（4） がん患者等の就労を含めた社会的な問題（サバイバーシップ支援）

　国は，3年以内に，「治療と仕事両立プラン（仮称）」を開発するとともに，そのプランを活

用した，がん相談支援センターの相談員をはじめとする就労支援の関係者間の連携について

モデルを構築し，「治療と仕事両立プラン（仮称）」を用いた生活，介護及び育児の状況など，個々

の事情に応じた就労支援を行うための体制整備を進める。

　国は，3年以内に，医療機関向けに企業との連携のためのマニュアルを作成し，その普及を

開始する。

　国は，がん患者・経験者，その家族の生活の質を向上させるため，がん患者や家族に関する

研究を行うことによって，その課題を明らかにする。また，既存の施策の強化や普及啓発など，

更なる施策の必要性について検討する。

（5） ライフステージに応じたがん対策

　国は，小児・ＡＹＡ世代のがんの経験者が治療後の年齢に応じて，継ぎ目なく診療や長期フ

ォローアップを受けられる体制の整備を進める。そのため，3年以内に，「小児がん医療・支援

のあり方に関する検討会」及び「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」で検討を行い，

小児がん拠点病院とがん診療連携拠点病院等の整備指針の見直しを行う。

　また，高齢のがん患者の意思決定の支援に関する診療ガイドラインを策定し，拠点病院等に

普及させることを検討する。

 4 ．これらを支える基盤の整備

（1） がん研究

　国は，2年以内に，「がん研究10か年戦略」のあり方について検討を行い，新たな課題や重

点的に進めるべき研究を盛り込む。その際，必要に応じて，現在ＡＭＥＤで行われている事業

の研究領域を見直し，科学技術の進展や臨床ニーズに見合った研究を推進する。

（2） 人材育成

　国は，2年以内に，今後のがん医療や支援に必要な人材と，幅広い育成のあり方について検

討し，そのために必要な具体的なスケジュールを策定する。

（3） がん教育・がんに関する知識の普及啓発

　国は，全国での実施状況を把握した上で，地域の実情に応じて，外部講師の活用体制を整備し，

がん教育の充実に努める。

　国民が，がん予防や早期発見の重要性を認識し，自分や身近な人ががんに罹患しても，その

ことを正しく理解し向き合うことができるよう，国は，がんに関する知識の普及啓発を更に進

める。

（参考）がん対策推進基本計画（平成30年３月）の目標項目
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目
標
項
目
一
覧

【全体目標】

 1 ．科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実　

　～がんを知り，がんを予防する～

　がんを予防する方法を普及啓発するとともに，研究を推進し，その結果に基づいた施策を実

施することにより，がんの罹患者を減少させる。国民が利用しやすい検診体制を構築し，がん

の早期発見・早期治療を促すことで，効率的かつ持続可能ながん対策を進め，がんの死亡者の

減少を実現する。

 2 ．患者本位のがん医療の実現

　～適切な医療を受けられる体制を充実させる～

　ビッグデータや人工知能（Artificial Intelligence。以下「ＡＩ」という。）を活用したがんゲノ

ム医療等を推進し，個人に最適化された患者本位のがん医療を実現する。また，がん医療の質

の向上，それぞれのがんの特性に応じたがん医療の均てん化・集約化及び効率的かつ持続可

能ながん医療を実現する。

 3 ．尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

　～がんになっても自分らしく生きることのできる地域共生社会を実現する～

　がん患者が住み慣れた地域社会で生活をしていく中で，必要な支援を受けることができる

環境を整備する。関係者等が，医療・福祉・介護・産業保健・就労支援分野等と連携し，効率

的な医療・福祉サービスの提供や，就労支援等を行う仕組みを構築することで，がん患者が，

いつでもどこに居ても，安心して生活し，尊厳を持って自分らしく生きることのできる地域共

生社会を実現する。

【分野別施策と個別目標】

 1 ．科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実

（1） がんの1次予防

　喫煙率については，「健康日本21（第二次）」と同様，平成34（2022）年度までに，禁煙希望

者が禁煙することにより，成人喫煙率を12％とすること，妊娠中の喫煙をなくすこと及び20

歳未満の者の喫煙をなくすことを目標とする。 

　2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて受動喫煙対策を徹底し，本基本計画の

計画期間中において，望まない受動喫煙のない社会をできるだけ早期に実現することを目標

とする。

　その他の生活習慣改善については，平成34（2022）年度までに，生活習慣病のリスクを高め

る量を飲酒している者について，男性13.0％（13.9％）・女性6.4％（8.1％）とすること，運動

習慣のある者について，20 ～ 64歳：男性36.0％（24.6％）・女性33.0％（19.8％），65歳以上：

男性58.0％（52.5％）・女性48.0％（38.0％）とすること等を実現することとする。 

　※（ 　）内は，平成27年のデータ。

（2） がんの早期発見及びがん検診（2次予防）

　国は，男女とも対策型検診で行われている全てのがん種において，がん検診の受診率の目標

値を50％とする。

　国は，精密検査受診率の目標値を90％とする。

　国は，｢職域におけるがん検診に関するガイドライン（仮称）｣を1年以内に策定し，職域での

普及を図る。

 2 ．患者本位のがん医療の実現

（1） がんゲノム医療

　国は，ゲノム情報等を活用し，個々のがん患者に最適な医療を提供するため，「ゲノム情報

を用いた医療等の実用化推進タスクフォース」や「がんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会」

の報告書を踏まえ，本基本計画に基づき，段階的に体制整備を進める。また，「がんゲノム医

療推進コンソーシアム」を形成すること，2年以内に拠点病院等の見直しに着手することなど，

がんゲノム医療を提供するための体制整備の取組を進める。

（2） がんの手術療法，放射線療法，薬物療法及び免疫療法の充実

　国は，新たながん医療提供体制について，2年以内に検討する。必要に応じて拠点病院等の

整備指針の見直しを行い，拠点病院等の機能を更に充実させる。

　国は，がん医療の質の担保と効率的・効果的な推進に資するため，手術療法，放射線療法，

薬物療法及び免疫療法に関するそれぞれの専門的な学会が，それらの治療法に関する最新の

情報について互いに共有した上で，周知啓発を行うよう要請する。

（3） チーム医療の推進

　国は，がん患者が入院しているときや，外来通院しながら在宅で療養生活を送っているとき

など，それぞれの状況において必要なサポートを受けられるようなチーム医療の体制を強化

する。

（4） がんのリハビリテーション

　国は，がんのリハビリテーションに携わる有識者の意見を聴きながら，拠点病院等における

リハビリテーションのあり方について，3年以内に検討し，その結果について，拠点病院等で

の普及に努める。

（5） 支持療法の推進

　国は，がん治療による副作用・合併症・後遺症により，患者とその家族のＱＯＬが低下しな

いよう，患者視点の評価も重視した支持療法に関する診療ガイドラインを作成し，医療機関で

の実施につなげる。

（6） 希少がん及び難治性がん対策（それぞれのがんの特性に応じた対策）

　国は，希少がん患者が適切な医療を受けられる環境を整備するため，中核的な役割を担う機

関を整備し，希少がん対策を統括する体制を2年以内に整備する。

　国は，希少がん及び難治性がんに対するより有効性の高い診断・治療法の研究開発を効率

的に推進するため，国際的な研究ネットワークの下で行うなど，がん研究を推進するための取

組を開始する。患者に有効性の高い診断法・早期発見法・治療法を速やかに提供するための

体制づくりを進める。

（7） 小児がん，ＡＹＡ世代のがん及び高齢者のがん対策

　国は，小児がん，ＡＹＡ世代のがんを速やかに専門施設で診療できる体制の整備を目指して，

「小児がん医療・支援のあり方に関する検討会」及び「がん診療提供体制のあり方に関する検

討会」で検討を行い，3年以内に，小児がん拠点病院とがん診療連携拠点病院等の整備指針の

見直しを行う。

　国は，高齢者のがん診療に関する診療ガイドラインを策定した上で，診療ガイドラインを拠

点病院等に普及することを検討する。

（8） 病理診断

　国は，より安全で迅速な質の高い病理診断や細胞診断を提供するための環境を整備する。

（9） がん登録

　国は，がん登録によって得られた情報を利活用することによって，正確な情報に基づくがん

対策の立案，各地域の実情に応じた施策の実施，がんのリスクやがん予防等についての研究の

推進及び患者やその家族等に対する適切な情報提供を進める。

（10） 医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組

　国は，拠点病院等や小児がん拠点病院の医師が，患者や家族に対して臨床研究，先進医療，

医師主導治験，患者申出療養制度等についての適切な説明を行い，必要とする患者を専門的な

施設につなぐ仕組みを構築する。また，がん患者に対し，治験や臨床試験に関する情報を提供

する体制を整備する。

 3 ．尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

（1） がんと診断された時からの緩和ケアの推進

　がんによる身体的な痛みは，患者の日常生活に重大な支障を来し，ＱＯＬを大きく損ねる。

このため，がん診療に携わる医療機関において，医療従事者は，徹底した疼痛ケアを行い，患

者の日常生活動作に支障が出ないようにする。

　国及びがん診療に携わる医療機関は，関係学会等と協力して，医師はもちろんのこと，がん

診療に携わる全ての医療従事者が，精神心理的・社会的苦痛にも対応できるよう，基本的な緩

和ケアを実施できる体制を構築する。

　都道府県がん診療連携拠点病院においては，「緩和ケアセンター」の機能をより一層充実さ

せる。地域がん診療連携拠点病院における「緩和ケアセンター」のあり方について，設置の要

否も含め，3年以内に検討する。

　拠点病院等以外の病院や緩和ケア病棟における緩和ケアの実態及び患者のニーズを調査し，

その結果を踏まえ，緩和ケアの提供体制について検討を進める。

（2） 相談支援及び情報提供

　国は，多様化・複雑化する相談支援のニーズに対応できるよう，関係学会との連携や相談支

援従事者の研修のあり方等について，3年以内に検討し，より効率的・効果的な相談支援体制

を構築する。

　国は，ピア・サポートの実態調査，効果検証を行った上で，3年以内に研修内容を見直し，ピア・

サポートの普及に取り組む。

　国は，国民が必要な時に，自分に合った正しい医療情報を入手し，適切に治療や生活等に関

する選択ができるよう，科学的根拠に基づく情報を迅速に提供するための体制を整備する。

（3） 社会連携に基づくがん対策・がん患者支援

　国は，がん患者がその療養する場所にかかわらず，質の高いがん医療を受けられるよう，2

年以内に，地域連携体制について検討し，必要に応じて拠点病院等の整備指針の見直しを行い，

拠点病院等の機能を更に充実させる。

　拠点病院等は，医療と介護との連携を図りつつ，地域における緩和ケアの状況を把握し，地

域における緩和ケアの提供体制について検討する場を3年以内に設けるなど，地域における

他の医療機関との連携を図る。都道府県は，その開催状況を把握することに努める。

（4） がん患者等の就労を含めた社会的な問題（サバイバーシップ支援）

　国は，3年以内に，「治療と仕事両立プラン（仮称）」を開発するとともに，そのプランを活

用した，がん相談支援センターの相談員をはじめとする就労支援の関係者間の連携について

モデルを構築し，「治療と仕事両立プラン（仮称）」を用いた生活，介護及び育児の状況など，個々

の事情に応じた就労支援を行うための体制整備を進める。

　国は，3年以内に，医療機関向けに企業との連携のためのマニュアルを作成し，その普及を

開始する。

　国は，がん患者・経験者，その家族の生活の質を向上させるため，がん患者や家族に関する

研究を行うことによって，その課題を明らかにする。また，既存の施策の強化や普及啓発など，

更なる施策の必要性について検討する。

（5） ライフステージに応じたがん対策

　国は，小児・ＡＹＡ世代のがんの経験者が治療後の年齢に応じて，継ぎ目なく診療や長期フ

ォローアップを受けられる体制の整備を進める。そのため，3年以内に，「小児がん医療・支援

のあり方に関する検討会」及び「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」で検討を行い，

小児がん拠点病院とがん診療連携拠点病院等の整備指針の見直しを行う。

　また，高齢のがん患者の意思決定の支援に関する診療ガイドラインを策定し，拠点病院等に

普及させることを検討する。

 4 ．これらを支える基盤の整備

（1） がん研究

　国は，2年以内に，「がん研究10か年戦略」のあり方について検討を行い，新たな課題や重

点的に進めるべき研究を盛り込む。その際，必要に応じて，現在ＡＭＥＤで行われている事業

の研究領域を見直し，科学技術の進展や臨床ニーズに見合った研究を推進する。

（2） 人材育成

　国は，2年以内に，今後のがん医療や支援に必要な人材と，幅広い育成のあり方について検

討し，そのために必要な具体的なスケジュールを策定する。

（3） がん教育・がんに関する知識の普及啓発

　国は，全国での実施状況を把握した上で，地域の実情に応じて，外部講師の活用体制を整備し，

がん教育の充実に努める。

　国民が，がん予防や早期発見の重要性を認識し，自分や身近な人ががんに罹患しても，その

ことを正しく理解し向き合うことができるよう，国は，がんに関する知識の普及啓発を更に進

める。

（参考）がん対策推進基本計画（平成30年３月）の目標項目
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目
標
項
目
一
覧

【全体目標】

 1 ．科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実　

　～がんを知り，がんを予防する～

　がんを予防する方法を普及啓発するとともに，研究を推進し，その結果に基づいた施策を実

施することにより，がんの罹患者を減少させる。国民が利用しやすい検診体制を構築し，がん

の早期発見・早期治療を促すことで，効率的かつ持続可能ながん対策を進め，がんの死亡者の

減少を実現する。

 2 ．患者本位のがん医療の実現

　～適切な医療を受けられる体制を充実させる～

　ビッグデータや人工知能（Artificial Intelligence。以下「ＡＩ」という。）を活用したがんゲノ

ム医療等を推進し，個人に最適化された患者本位のがん医療を実現する。また，がん医療の質

の向上，それぞれのがんの特性に応じたがん医療の均てん化・集約化及び効率的かつ持続可

能ながん医療を実現する。

 3 ．尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

　～がんになっても自分らしく生きることのできる地域共生社会を実現する～

　がん患者が住み慣れた地域社会で生活をしていく中で，必要な支援を受けることができる

環境を整備する。関係者等が，医療・福祉・介護・産業保健・就労支援分野等と連携し，効率

的な医療・福祉サービスの提供や，就労支援等を行う仕組みを構築することで，がん患者が，

いつでもどこに居ても，安心して生活し，尊厳を持って自分らしく生きることのできる地域共

生社会を実現する。

【分野別施策と個別目標】

 1 ．科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実

（1） がんの1次予防

　喫煙率については，「健康日本21（第二次）」と同様，平成34（2022）年度までに，禁煙希望

者が禁煙することにより，成人喫煙率を12％とすること，妊娠中の喫煙をなくすこと及び20

歳未満の者の喫煙をなくすことを目標とする。 

　2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて受動喫煙対策を徹底し，本基本計画の

計画期間中において，望まない受動喫煙のない社会をできるだけ早期に実現することを目標

とする。

　その他の生活習慣改善については，平成34（2022）年度までに，生活習慣病のリスクを高め

る量を飲酒している者について，男性13.0％（13.9％）・女性6.4％（8.1％）とすること，運動

習慣のある者について，20 ～ 64歳：男性36.0％（24.6％）・女性33.0％（19.8％），65歳以上：

男性58.0％（52.5％）・女性48.0％（38.0％）とすること等を実現することとする。 

　※（ 　）内は，平成27年のデータ。

（2） がんの早期発見及びがん検診（2次予防）

　国は，男女とも対策型検診で行われている全てのがん種において，がん検診の受診率の目標

値を50％とする。

　国は，精密検査受診率の目標値を90％とする。

　国は，｢職域におけるがん検診に関するガイドライン（仮称）｣を1年以内に策定し，職域での

普及を図る。

 2 ．患者本位のがん医療の実現

（1） がんゲノム医療

　国は，ゲノム情報等を活用し，個々のがん患者に最適な医療を提供するため，「ゲノム情報

を用いた医療等の実用化推進タスクフォース」や「がんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会」

の報告書を踏まえ，本基本計画に基づき，段階的に体制整備を進める。また，「がんゲノム医

療推進コンソーシアム」を形成すること，2年以内に拠点病院等の見直しに着手することなど，

がんゲノム医療を提供するための体制整備の取組を進める。

（2） がんの手術療法，放射線療法，薬物療法及び免疫療法の充実

　国は，新たながん医療提供体制について，2年以内に検討する。必要に応じて拠点病院等の

整備指針の見直しを行い，拠点病院等の機能を更に充実させる。

　国は，がん医療の質の担保と効率的・効果的な推進に資するため，手術療法，放射線療法，

薬物療法及び免疫療法に関するそれぞれの専門的な学会が，それらの治療法に関する最新の

情報について互いに共有した上で，周知啓発を行うよう要請する。

（3） チーム医療の推進

　国は，がん患者が入院しているときや，外来通院しながら在宅で療養生活を送っているとき

など，それぞれの状況において必要なサポートを受けられるようなチーム医療の体制を強化

する。

（4） がんのリハビリテーション

　国は，がんのリハビリテーションに携わる有識者の意見を聴きながら，拠点病院等における

リハビリテーションのあり方について，3年以内に検討し，その結果について，拠点病院等で

の普及に努める。

（5） 支持療法の推進

　国は，がん治療による副作用・合併症・後遺症により，患者とその家族のＱＯＬが低下しな

いよう，患者視点の評価も重視した支持療法に関する診療ガイドラインを作成し，医療機関で

の実施につなげる。

（6） 希少がん及び難治性がん対策（それぞれのがんの特性に応じた対策）

　国は，希少がん患者が適切な医療を受けられる環境を整備するため，中核的な役割を担う機

関を整備し，希少がん対策を統括する体制を2年以内に整備する。

　国は，希少がん及び難治性がんに対するより有効性の高い診断・治療法の研究開発を効率

的に推進するため，国際的な研究ネットワークの下で行うなど，がん研究を推進するための取

組を開始する。患者に有効性の高い診断法・早期発見法・治療法を速やかに提供するための

体制づくりを進める。

（7） 小児がん，ＡＹＡ世代のがん及び高齢者のがん対策

　国は，小児がん，ＡＹＡ世代のがんを速やかに専門施設で診療できる体制の整備を目指して，

「小児がん医療・支援のあり方に関する検討会」及び「がん診療提供体制のあり方に関する検

討会」で検討を行い，3年以内に，小児がん拠点病院とがん診療連携拠点病院等の整備指針の

見直しを行う。

　国は，高齢者のがん診療に関する診療ガイドラインを策定した上で，診療ガイドラインを拠

点病院等に普及することを検討する。

（8） 病理診断

　国は，より安全で迅速な質の高い病理診断や細胞診断を提供するための環境を整備する。

（9） がん登録

　国は，がん登録によって得られた情報を利活用することによって，正確な情報に基づくがん

対策の立案，各地域の実情に応じた施策の実施，がんのリスクやがん予防等についての研究の

推進及び患者やその家族等に対する適切な情報提供を進める。

（10） 医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組

　国は，拠点病院等や小児がん拠点病院の医師が，患者や家族に対して臨床研究，先進医療，

医師主導治験，患者申出療養制度等についての適切な説明を行い，必要とする患者を専門的な

施設につなぐ仕組みを構築する。また，がん患者に対し，治験や臨床試験に関する情報を提供

する体制を整備する。

 3 ．尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

（1） がんと診断された時からの緩和ケアの推進

　がんによる身体的な痛みは，患者の日常生活に重大な支障を来し，ＱＯＬを大きく損ねる。

このため，がん診療に携わる医療機関において，医療従事者は，徹底した疼痛ケアを行い，患

者の日常生活動作に支障が出ないようにする。

　国及びがん診療に携わる医療機関は，関係学会等と協力して，医師はもちろんのこと，がん

診療に携わる全ての医療従事者が，精神心理的・社会的苦痛にも対応できるよう，基本的な緩

和ケアを実施できる体制を構築する。

　都道府県がん診療連携拠点病院においては，「緩和ケアセンター」の機能をより一層充実さ

せる。地域がん診療連携拠点病院における「緩和ケアセンター」のあり方について，設置の要

否も含め，3年以内に検討する。

　拠点病院等以外の病院や緩和ケア病棟における緩和ケアの実態及び患者のニーズを調査し，

その結果を踏まえ，緩和ケアの提供体制について検討を進める。

（2） 相談支援及び情報提供

　国は，多様化・複雑化する相談支援のニーズに対応できるよう，関係学会との連携や相談支

援従事者の研修のあり方等について，3年以内に検討し，より効率的・効果的な相談支援体制

を構築する。

　国は，ピア・サポートの実態調査，効果検証を行った上で，3年以内に研修内容を見直し，ピア・

サポートの普及に取り組む。

　国は，国民が必要な時に，自分に合った正しい医療情報を入手し，適切に治療や生活等に関

する選択ができるよう，科学的根拠に基づく情報を迅速に提供するための体制を整備する。

（3） 社会連携に基づくがん対策・がん患者支援

　国は，がん患者がその療養する場所にかかわらず，質の高いがん医療を受けられるよう，2

年以内に，地域連携体制について検討し，必要に応じて拠点病院等の整備指針の見直しを行い，

拠点病院等の機能を更に充実させる。

　拠点病院等は，医療と介護との連携を図りつつ，地域における緩和ケアの状況を把握し，地

域における緩和ケアの提供体制について検討する場を3年以内に設けるなど，地域における

他の医療機関との連携を図る。都道府県は，その開催状況を把握することに努める。

（4） がん患者等の就労を含めた社会的な問題（サバイバーシップ支援）

　国は，3年以内に，「治療と仕事両立プラン（仮称）」を開発するとともに，そのプランを活

用した，がん相談支援センターの相談員をはじめとする就労支援の関係者間の連携について

モデルを構築し，「治療と仕事両立プラン（仮称）」を用いた生活，介護及び育児の状況など，個々

の事情に応じた就労支援を行うための体制整備を進める。

　国は，3年以内に，医療機関向けに企業との連携のためのマニュアルを作成し，その普及を

開始する。

　国は，がん患者・経験者，その家族の生活の質を向上させるため，がん患者や家族に関する

研究を行うことによって，その課題を明らかにする。また，既存の施策の強化や普及啓発など，

更なる施策の必要性について検討する。

（5） ライフステージに応じたがん対策

　国は，小児・ＡＹＡ世代のがんの経験者が治療後の年齢に応じて，継ぎ目なく診療や長期フ

ォローアップを受けられる体制の整備を進める。そのため，3年以内に，「小児がん医療・支援

のあり方に関する検討会」及び「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」で検討を行い，

小児がん拠点病院とがん診療連携拠点病院等の整備指針の見直しを行う。

　また，高齢のがん患者の意思決定の支援に関する診療ガイドラインを策定し，拠点病院等に

普及させることを検討する。

 4 ．これらを支える基盤の整備

（1） がん研究

　国は，2年以内に，「がん研究10か年戦略」のあり方について検討を行い，新たな課題や重

点的に進めるべき研究を盛り込む。その際，必要に応じて，現在ＡＭＥＤで行われている事業

の研究領域を見直し，科学技術の進展や臨床ニーズに見合った研究を推進する。

（2） 人材育成

　国は，2年以内に，今後のがん医療や支援に必要な人材と，幅広い育成のあり方について検

討し，そのために必要な具体的なスケジュールを策定する。

（3） がん教育・がんに関する知識の普及啓発

　国は，全国での実施状況を把握した上で，地域の実情に応じて，外部講師の活用体制を整備し，

がん教育の充実に努める。

　国民が，がん予防や早期発見の重要性を認識し，自分や身近な人ががんに罹患しても，その

ことを正しく理解し向き合うことができるよう，国は，がんに関する知識の普及啓発を更に進

める。

（参考）がん対策推進基本計画（平成30年３月）の目標項目

【全体目標】

 1 ．科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実　

　～がんを知り，がんを予防する～

　がんを予防する方法を普及啓発するとともに，研究を推進し，その結果に基づいた施策を実

施することにより，がんの罹患者を減少させる。国民が利用しやすい検診体制を構築し，がん

の早期発見・早期治療を促すことで，効率的かつ持続可能ながん対策を進め，がんの死亡者の

減少を実現する。

 2 ．患者本位のがん医療の実現

　～適切な医療を受けられる体制を充実させる～

　ビッグデータや人工知能（Artificial Intelligence。以下「ＡＩ」という。）を活用したがんゲノ

ム医療等を推進し，個人に最適化された患者本位のがん医療を実現する。また，がん医療の質

の向上，それぞれのがんの特性に応じたがん医療の均てん化・集約化及び効率的かつ持続可

能ながん医療を実現する。

 3 ．尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

　～がんになっても自分らしく生きることのできる地域共生社会を実現する～

　がん患者が住み慣れた地域社会で生活をしていく中で，必要な支援を受けることができる

環境を整備する。関係者等が，医療・福祉・介護・産業保健・就労支援分野等と連携し，効率

的な医療・福祉サービスの提供や，就労支援等を行う仕組みを構築することで，がん患者が，

いつでもどこに居ても，安心して生活し，尊厳を持って自分らしく生きることのできる地域共

生社会を実現する。

【分野別施策と個別目標】

 1 ．科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実

（1） がんの1次予防

　喫煙率については，「健康日本21（第二次）」と同様，平成34（2022）年度までに，禁煙希望

者が禁煙することにより，成人喫煙率を12％とすること，妊娠中の喫煙をなくすこと及び20

歳未満の者の喫煙をなくすことを目標とする。 

　2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて受動喫煙対策を徹底し，本基本計画の

計画期間中において，望まない受動喫煙のない社会をできるだけ早期に実現することを目標

とする。

　その他の生活習慣改善については，平成34（2022）年度までに，生活習慣病のリスクを高め

る量を飲酒している者について，男性13.0％（13.9％）・女性6.4％（8.1％）とすること，運動

習慣のある者について，20 ～ 64歳：男性36.0％（24.6％）・女性33.0％（19.8％），65歳以上：

男性58.0％（52.5％）・女性48.0％（38.0％）とすること等を実現することとする。 

　※（ 　）内は，平成27年のデータ。

（2） がんの早期発見及びがん検診（2次予防）

　国は，男女とも対策型検診で行われている全てのがん種において，がん検診の受診率の目標

値を50％とする。

　国は，精密検査受診率の目標値を90％とする。

　国は，｢職域におけるがん検診に関するガイドライン（仮称）｣を1年以内に策定し，職域での

普及を図る。

 2 ．患者本位のがん医療の実現

（1） がんゲノム医療

　国は，ゲノム情報等を活用し，個々のがん患者に最適な医療を提供するため，「ゲノム情報

を用いた医療等の実用化推進タスクフォース」や「がんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会」

の報告書を踏まえ，本基本計画に基づき，段階的に体制整備を進める。また，「がんゲノム医

療推進コンソーシアム」を形成すること，2年以内に拠点病院等の見直しに着手することなど，

がんゲノム医療を提供するための体制整備の取組を進める。

（2） がんの手術療法，放射線療法，薬物療法及び免疫療法の充実

　国は，新たながん医療提供体制について，2年以内に検討する。必要に応じて拠点病院等の

整備指針の見直しを行い，拠点病院等の機能を更に充実させる。

　国は，がん医療の質の担保と効率的・効果的な推進に資するため，手術療法，放射線療法，

薬物療法及び免疫療法に関するそれぞれの専門的な学会が，それらの治療法に関する最新の

情報について互いに共有した上で，周知啓発を行うよう要請する。

（3） チーム医療の推進

　国は，がん患者が入院しているときや，外来通院しながら在宅で療養生活を送っているとき

など，それぞれの状況において必要なサポートを受けられるようなチーム医療の体制を強化

する。

（4） がんのリハビリテーション

　国は，がんのリハビリテーションに携わる有識者の意見を聴きながら，拠点病院等における

リハビリテーションのあり方について，3年以内に検討し，その結果について，拠点病院等で

の普及に努める。

（5） 支持療法の推進

　国は，がん治療による副作用・合併症・後遺症により，患者とその家族のＱＯＬが低下しな

いよう，患者視点の評価も重視した支持療法に関する診療ガイドラインを作成し，医療機関で

の実施につなげる。

（6） 希少がん及び難治性がん対策（それぞれのがんの特性に応じた対策）

　国は，希少がん患者が適切な医療を受けられる環境を整備するため，中核的な役割を担う機

関を整備し，希少がん対策を統括する体制を2年以内に整備する。

　国は，希少がん及び難治性がんに対するより有効性の高い診断・治療法の研究開発を効率

的に推進するため，国際的な研究ネットワークの下で行うなど，がん研究を推進するための取

組を開始する。患者に有効性の高い診断法・早期発見法・治療法を速やかに提供するための

体制づくりを進める。

（7） 小児がん，ＡＹＡ世代のがん及び高齢者のがん対策

　国は，小児がん，ＡＹＡ世代のがんを速やかに専門施設で診療できる体制の整備を目指して，

「小児がん医療・支援のあり方に関する検討会」及び「がん診療提供体制のあり方に関する検

討会」で検討を行い，3年以内に，小児がん拠点病院とがん診療連携拠点病院等の整備指針の

見直しを行う。

　国は，高齢者のがん診療に関する診療ガイドラインを策定した上で，診療ガイドラインを拠

点病院等に普及することを検討する。

（8） 病理診断

　国は，より安全で迅速な質の高い病理診断や細胞診断を提供するための環境を整備する。

（9） がん登録

　国は，がん登録によって得られた情報を利活用することによって，正確な情報に基づくがん

対策の立案，各地域の実情に応じた施策の実施，がんのリスクやがん予防等についての研究の

推進及び患者やその家族等に対する適切な情報提供を進める。

（10） 医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組

　国は，拠点病院等や小児がん拠点病院の医師が，患者や家族に対して臨床研究，先進医療，

医師主導治験，患者申出療養制度等についての適切な説明を行い，必要とする患者を専門的な

施設につなぐ仕組みを構築する。また，がん患者に対し，治験や臨床試験に関する情報を提供

する体制を整備する。

 3 ．尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

（1） がんと診断された時からの緩和ケアの推進

　がんによる身体的な痛みは，患者の日常生活に重大な支障を来し，ＱＯＬを大きく損ねる。

このため，がん診療に携わる医療機関において，医療従事者は，徹底した疼痛ケアを行い，患

者の日常生活動作に支障が出ないようにする。

　国及びがん診療に携わる医療機関は，関係学会等と協力して，医師はもちろんのこと，がん

診療に携わる全ての医療従事者が，精神心理的・社会的苦痛にも対応できるよう，基本的な緩

和ケアを実施できる体制を構築する。

　都道府県がん診療連携拠点病院においては，「緩和ケアセンター」の機能をより一層充実さ

せる。地域がん診療連携拠点病院における「緩和ケアセンター」のあり方について，設置の要

否も含め，3年以内に検討する。

　拠点病院等以外の病院や緩和ケア病棟における緩和ケアの実態及び患者のニーズを調査し，

その結果を踏まえ，緩和ケアの提供体制について検討を進める。

（2） 相談支援及び情報提供

　国は，多様化・複雑化する相談支援のニーズに対応できるよう，関係学会との連携や相談支

援従事者の研修のあり方等について，3年以内に検討し，より効率的・効果的な相談支援体制

を構築する。

　国は，ピア・サポートの実態調査，効果検証を行った上で，3年以内に研修内容を見直し，ピア・

サポートの普及に取り組む。

　国は，国民が必要な時に，自分に合った正しい医療情報を入手し，適切に治療や生活等に関

する選択ができるよう，科学的根拠に基づく情報を迅速に提供するための体制を整備する。

（3） 社会連携に基づくがん対策・がん患者支援

　国は，がん患者がその療養する場所にかかわらず，質の高いがん医療を受けられるよう，2

年以内に，地域連携体制について検討し，必要に応じて拠点病院等の整備指針の見直しを行い，

拠点病院等の機能を更に充実させる。

　拠点病院等は，医療と介護との連携を図りつつ，地域における緩和ケアの状況を把握し，地

域における緩和ケアの提供体制について検討する場を3年以内に設けるなど，地域における

他の医療機関との連携を図る。都道府県は，その開催状況を把握することに努める。

（4） がん患者等の就労を含めた社会的な問題（サバイバーシップ支援）

　国は，3年以内に，「治療と仕事両立プラン（仮称）」を開発するとともに，そのプランを活

用した，がん相談支援センターの相談員をはじめとする就労支援の関係者間の連携について

モデルを構築し，「治療と仕事両立プラン（仮称）」を用いた生活，介護及び育児の状況など，個々

の事情に応じた就労支援を行うための体制整備を進める。

　国は，3年以内に，医療機関向けに企業との連携のためのマニュアルを作成し，その普及を

開始する。

　国は，がん患者・経験者，その家族の生活の質を向上させるため，がん患者や家族に関する

研究を行うことによって，その課題を明らかにする。また，既存の施策の強化や普及啓発など，

更なる施策の必要性について検討する。

（5） ライフステージに応じたがん対策

　国は，小児・ＡＹＡ世代のがんの経験者が治療後の年齢に応じて，継ぎ目なく診療や長期フ

ォローアップを受けられる体制の整備を進める。そのため，3年以内に，「小児がん医療・支援

のあり方に関する検討会」及び「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」で検討を行い，

小児がん拠点病院とがん診療連携拠点病院等の整備指針の見直しを行う。

　また，高齢のがん患者の意思決定の支援に関する診療ガイドラインを策定し，拠点病院等に

普及させることを検討する。

 4 ．これらを支える基盤の整備

（1） がん研究

　国は，2年以内に，「がん研究10か年戦略」のあり方について検討を行い，新たな課題や重

点的に進めるべき研究を盛り込む。その際，必要に応じて，現在ＡＭＥＤで行われている事業

の研究領域を見直し，科学技術の進展や臨床ニーズに見合った研究を推進する。

（2） 人材育成

　国は，2年以内に，今後のがん医療や支援に必要な人材と，幅広い育成のあり方について検

討し，そのために必要な具体的なスケジュールを策定する。

（3） がん教育・がんに関する知識の普及啓発

　国は，全国での実施状況を把握した上で，地域の実情に応じて，外部講師の活用体制を整備し，

がん教育の充実に努める。

　国民が，がん予防や早期発見の重要性を認識し，自分や身近な人ががんに罹患しても，その

ことを正しく理解し向き合うことができるよう，国は，がんに関する知識の普及啓発を更に進

める。

（参考）がん対策推進基本計画（平成30年３月）の目標項目
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目
標
項
目
一
覧

【全体目標】

 1 ．科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実　

　～がんを知り，がんを予防する～

　がんを予防する方法を普及啓発するとともに，研究を推進し，その結果に基づいた施策を実

施することにより，がんの罹患者を減少させる。国民が利用しやすい検診体制を構築し，がん

の早期発見・早期治療を促すことで，効率的かつ持続可能ながん対策を進め，がんの死亡者の

減少を実現する。

 2 ．患者本位のがん医療の実現

　～適切な医療を受けられる体制を充実させる～

　ビッグデータや人工知能（Artificial Intelligence。以下「ＡＩ」という。）を活用したがんゲノ

ム医療等を推進し，個人に最適化された患者本位のがん医療を実現する。また，がん医療の質

の向上，それぞれのがんの特性に応じたがん医療の均てん化・集約化及び効率的かつ持続可

能ながん医療を実現する。

 3 ．尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

　～がんになっても自分らしく生きることのできる地域共生社会を実現する～

　がん患者が住み慣れた地域社会で生活をしていく中で，必要な支援を受けることができる

環境を整備する。関係者等が，医療・福祉・介護・産業保健・就労支援分野等と連携し，効率

的な医療・福祉サービスの提供や，就労支援等を行う仕組みを構築することで，がん患者が，

いつでもどこに居ても，安心して生活し，尊厳を持って自分らしく生きることのできる地域共

生社会を実現する。

【分野別施策と個別目標】

 1 ．科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実

（1） がんの1次予防

　喫煙率については，「健康日本21（第二次）」と同様，平成34（2022）年度までに，禁煙希望

者が禁煙することにより，成人喫煙率を12％とすること，妊娠中の喫煙をなくすこと及び20

歳未満の者の喫煙をなくすことを目標とする。 

　2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて受動喫煙対策を徹底し，本基本計画の

計画期間中において，望まない受動喫煙のない社会をできるだけ早期に実現することを目標

とする。

　その他の生活習慣改善については，平成34（2022）年度までに，生活習慣病のリスクを高め

る量を飲酒している者について，男性13.0％（13.9％）・女性6.4％（8.1％）とすること，運動

習慣のある者について，20 ～ 64歳：男性36.0％（24.6％）・女性33.0％（19.8％），65歳以上：

男性58.0％（52.5％）・女性48.0％（38.0％）とすること等を実現することとする。 

　※（ 　）内は，平成27年のデータ。

（2） がんの早期発見及びがん検診（2次予防）

　国は，男女とも対策型検診で行われている全てのがん種において，がん検診の受診率の目標

値を50％とする。

　国は，精密検査受診率の目標値を90％とする。

　国は，｢職域におけるがん検診に関するガイドライン（仮称）｣を1年以内に策定し，職域での

普及を図る。

 2 ．患者本位のがん医療の実現

（1） がんゲノム医療

　国は，ゲノム情報等を活用し，個々のがん患者に最適な医療を提供するため，「ゲノム情報

を用いた医療等の実用化推進タスクフォース」や「がんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会」

の報告書を踏まえ，本基本計画に基づき，段階的に体制整備を進める。また，「がんゲノム医

療推進コンソーシアム」を形成すること，2年以内に拠点病院等の見直しに着手することなど，

がんゲノム医療を提供するための体制整備の取組を進める。

（2） がんの手術療法，放射線療法，薬物療法及び免疫療法の充実

　国は，新たながん医療提供体制について，2年以内に検討する。必要に応じて拠点病院等の

整備指針の見直しを行い，拠点病院等の機能を更に充実させる。

　国は，がん医療の質の担保と効率的・効果的な推進に資するため，手術療法，放射線療法，

薬物療法及び免疫療法に関するそれぞれの専門的な学会が，それらの治療法に関する最新の

情報について互いに共有した上で，周知啓発を行うよう要請する。

（3） チーム医療の推進

　国は，がん患者が入院しているときや，外来通院しながら在宅で療養生活を送っているとき

など，それぞれの状況において必要なサポートを受けられるようなチーム医療の体制を強化

する。

（4） がんのリハビリテーション

　国は，がんのリハビリテーションに携わる有識者の意見を聴きながら，拠点病院等における

リハビリテーションのあり方について，3年以内に検討し，その結果について，拠点病院等で

の普及に努める。

（5） 支持療法の推進

　国は，がん治療による副作用・合併症・後遺症により，患者とその家族のＱＯＬが低下しな

いよう，患者視点の評価も重視した支持療法に関する診療ガイドラインを作成し，医療機関で

の実施につなげる。

（6） 希少がん及び難治性がん対策（それぞれのがんの特性に応じた対策）

　国は，希少がん患者が適切な医療を受けられる環境を整備するため，中核的な役割を担う機

関を整備し，希少がん対策を統括する体制を2年以内に整備する。

　国は，希少がん及び難治性がんに対するより有効性の高い診断・治療法の研究開発を効率

的に推進するため，国際的な研究ネットワークの下で行うなど，がん研究を推進するための取

組を開始する。患者に有効性の高い診断法・早期発見法・治療法を速やかに提供するための

体制づくりを進める。

（7） 小児がん，ＡＹＡ世代のがん及び高齢者のがん対策

　国は，小児がん，ＡＹＡ世代のがんを速やかに専門施設で診療できる体制の整備を目指して，

「小児がん医療・支援のあり方に関する検討会」及び「がん診療提供体制のあり方に関する検

討会」で検討を行い，3年以内に，小児がん拠点病院とがん診療連携拠点病院等の整備指針の

見直しを行う。

　国は，高齢者のがん診療に関する診療ガイドラインを策定した上で，診療ガイドラインを拠

点病院等に普及することを検討する。

（8） 病理診断

　国は，より安全で迅速な質の高い病理診断や細胞診断を提供するための環境を整備する。

（9） がん登録

　国は，がん登録によって得られた情報を利活用することによって，正確な情報に基づくがん

対策の立案，各地域の実情に応じた施策の実施，がんのリスクやがん予防等についての研究の

推進及び患者やその家族等に対する適切な情報提供を進める。

（10） 医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組

　国は，拠点病院等や小児がん拠点病院の医師が，患者や家族に対して臨床研究，先進医療，

医師主導治験，患者申出療養制度等についての適切な説明を行い，必要とする患者を専門的な

施設につなぐ仕組みを構築する。また，がん患者に対し，治験や臨床試験に関する情報を提供

する体制を整備する。

 3 ．尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

（1） がんと診断された時からの緩和ケアの推進

　がんによる身体的な痛みは，患者の日常生活に重大な支障を来し，ＱＯＬを大きく損ねる。

このため，がん診療に携わる医療機関において，医療従事者は，徹底した疼痛ケアを行い，患

者の日常生活動作に支障が出ないようにする。

　国及びがん診療に携わる医療機関は，関係学会等と協力して，医師はもちろんのこと，がん

診療に携わる全ての医療従事者が，精神心理的・社会的苦痛にも対応できるよう，基本的な緩

和ケアを実施できる体制を構築する。

　都道府県がん診療連携拠点病院においては，「緩和ケアセンター」の機能をより一層充実さ

せる。地域がん診療連携拠点病院における「緩和ケアセンター」のあり方について，設置の要

否も含め，3年以内に検討する。

　拠点病院等以外の病院や緩和ケア病棟における緩和ケアの実態及び患者のニーズを調査し，

その結果を踏まえ，緩和ケアの提供体制について検討を進める。

（2） 相談支援及び情報提供

　国は，多様化・複雑化する相談支援のニーズに対応できるよう，関係学会との連携や相談支

援従事者の研修のあり方等について，3年以内に検討し，より効率的・効果的な相談支援体制

を構築する。

　国は，ピア・サポートの実態調査，効果検証を行った上で，3年以内に研修内容を見直し，ピア・

サポートの普及に取り組む。

　国は，国民が必要な時に，自分に合った正しい医療情報を入手し，適切に治療や生活等に関

する選択ができるよう，科学的根拠に基づく情報を迅速に提供するための体制を整備する。

（3） 社会連携に基づくがん対策・がん患者支援

　国は，がん患者がその療養する場所にかかわらず，質の高いがん医療を受けられるよう，2

年以内に，地域連携体制について検討し，必要に応じて拠点病院等の整備指針の見直しを行い，

拠点病院等の機能を更に充実させる。

　拠点病院等は，医療と介護との連携を図りつつ，地域における緩和ケアの状況を把握し，地

域における緩和ケアの提供体制について検討する場を3年以内に設けるなど，地域における

他の医療機関との連携を図る。都道府県は，その開催状況を把握することに努める。

（4） がん患者等の就労を含めた社会的な問題（サバイバーシップ支援）

　国は，3年以内に，「治療と仕事両立プラン（仮称）」を開発するとともに，そのプランを活

用した，がん相談支援センターの相談員をはじめとする就労支援の関係者間の連携について

モデルを構築し，「治療と仕事両立プラン（仮称）」を用いた生活，介護及び育児の状況など，個々

の事情に応じた就労支援を行うための体制整備を進める。

　国は，3年以内に，医療機関向けに企業との連携のためのマニュアルを作成し，その普及を

開始する。

　国は，がん患者・経験者，その家族の生活の質を向上させるため，がん患者や家族に関する

研究を行うことによって，その課題を明らかにする。また，既存の施策の強化や普及啓発など，

更なる施策の必要性について検討する。

（5） ライフステージに応じたがん対策

　国は，小児・ＡＹＡ世代のがんの経験者が治療後の年齢に応じて，継ぎ目なく診療や長期フ

ォローアップを受けられる体制の整備を進める。そのため，3年以内に，「小児がん医療・支援

のあり方に関する検討会」及び「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」で検討を行い，

小児がん拠点病院とがん診療連携拠点病院等の整備指針の見直しを行う。

　また，高齢のがん患者の意思決定の支援に関する診療ガイドラインを策定し，拠点病院等に

普及させることを検討する。

 4 ．これらを支える基盤の整備

（1） がん研究

　国は，2年以内に，「がん研究10か年戦略」のあり方について検討を行い，新たな課題や重

点的に進めるべき研究を盛り込む。その際，必要に応じて，現在ＡＭＥＤで行われている事業

の研究領域を見直し，科学技術の進展や臨床ニーズに見合った研究を推進する。

（2） 人材育成

　国は，2年以内に，今後のがん医療や支援に必要な人材と，幅広い育成のあり方について検

討し，そのために必要な具体的なスケジュールを策定する。

（3） がん教育・がんに関する知識の普及啓発

　国は，全国での実施状況を把握した上で，地域の実情に応じて，外部講師の活用体制を整備し，

がん教育の充実に努める。

　国民が，がん予防や早期発見の重要性を認識し，自分や身近な人ががんに罹患しても，その

ことを正しく理解し向き合うことができるよう，国は，がんに関する知識の普及啓発を更に進

める。

（参考）がん対策推進基本計画（平成30年３月）の目標項目

【全体目標】

 1 ．科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実　

　～がんを知り，がんを予防する～

　がんを予防する方法を普及啓発するとともに，研究を推進し，その結果に基づいた施策を実

施することにより，がんの罹患者を減少させる。国民が利用しやすい検診体制を構築し，がん

の早期発見・早期治療を促すことで，効率的かつ持続可能ながん対策を進め，がんの死亡者の

減少を実現する。

 2 ．患者本位のがん医療の実現

　～適切な医療を受けられる体制を充実させる～

　ビッグデータや人工知能（Artificial Intelligence。以下「ＡＩ」という。）を活用したがんゲノ

ム医療等を推進し，個人に最適化された患者本位のがん医療を実現する。また，がん医療の質

の向上，それぞれのがんの特性に応じたがん医療の均てん化・集約化及び効率的かつ持続可

能ながん医療を実現する。

 3 ．尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

　～がんになっても自分らしく生きることのできる地域共生社会を実現する～

　がん患者が住み慣れた地域社会で生活をしていく中で，必要な支援を受けることができる

環境を整備する。関係者等が，医療・福祉・介護・産業保健・就労支援分野等と連携し，効率

的な医療・福祉サービスの提供や，就労支援等を行う仕組みを構築することで，がん患者が，

いつでもどこに居ても，安心して生活し，尊厳を持って自分らしく生きることのできる地域共

生社会を実現する。

【分野別施策と個別目標】

 1 ．科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実

（1） がんの1次予防

　喫煙率については，「健康日本21（第二次）」と同様，平成34（2022）年度までに，禁煙希望

者が禁煙することにより，成人喫煙率を12％とすること，妊娠中の喫煙をなくすこと及び20

歳未満の者の喫煙をなくすことを目標とする。 

　2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて受動喫煙対策を徹底し，本基本計画の

計画期間中において，望まない受動喫煙のない社会をできるだけ早期に実現することを目標

とする。

　その他の生活習慣改善については，平成34（2022）年度までに，生活習慣病のリスクを高め

る量を飲酒している者について，男性13.0％（13.9％）・女性6.4％（8.1％）とすること，運動

習慣のある者について，20 ～ 64歳：男性36.0％（24.6％）・女性33.0％（19.8％），65歳以上：

男性58.0％（52.5％）・女性48.0％（38.0％）とすること等を実現することとする。 

　※（ 　）内は，平成27年のデータ。

（2） がんの早期発見及びがん検診（2次予防）

　国は，男女とも対策型検診で行われている全てのがん種において，がん検診の受診率の目標

値を50％とする。

　国は，精密検査受診率の目標値を90％とする。

　国は，｢職域におけるがん検診に関するガイドライン（仮称）｣を1年以内に策定し，職域での

普及を図る。

 2 ．患者本位のがん医療の実現

（1） がんゲノム医療

　国は，ゲノム情報等を活用し，個々のがん患者に最適な医療を提供するため，「ゲノム情報

を用いた医療等の実用化推進タスクフォース」や「がんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会」

の報告書を踏まえ，本基本計画に基づき，段階的に体制整備を進める。また，「がんゲノム医

療推進コンソーシアム」を形成すること，2年以内に拠点病院等の見直しに着手することなど，

がんゲノム医療を提供するための体制整備の取組を進める。

（2） がんの手術療法，放射線療法，薬物療法及び免疫療法の充実

　国は，新たながん医療提供体制について，2年以内に検討する。必要に応じて拠点病院等の

整備指針の見直しを行い，拠点病院等の機能を更に充実させる。

　国は，がん医療の質の担保と効率的・効果的な推進に資するため，手術療法，放射線療法，

薬物療法及び免疫療法に関するそれぞれの専門的な学会が，それらの治療法に関する最新の

情報について互いに共有した上で，周知啓発を行うよう要請する。

（3） チーム医療の推進

　国は，がん患者が入院しているときや，外来通院しながら在宅で療養生活を送っているとき

など，それぞれの状況において必要なサポートを受けられるようなチーム医療の体制を強化

する。

（4） がんのリハビリテーション

　国は，がんのリハビリテーションに携わる有識者の意見を聴きながら，拠点病院等における

リハビリテーションのあり方について，3年以内に検討し，その結果について，拠点病院等で

の普及に努める。

（5） 支持療法の推進

　国は，がん治療による副作用・合併症・後遺症により，患者とその家族のＱＯＬが低下しな

いよう，患者視点の評価も重視した支持療法に関する診療ガイドラインを作成し，医療機関で

の実施につなげる。

（6） 希少がん及び難治性がん対策（それぞれのがんの特性に応じた対策）

　国は，希少がん患者が適切な医療を受けられる環境を整備するため，中核的な役割を担う機

関を整備し，希少がん対策を統括する体制を2年以内に整備する。

　国は，希少がん及び難治性がんに対するより有効性の高い診断・治療法の研究開発を効率

的に推進するため，国際的な研究ネットワークの下で行うなど，がん研究を推進するための取

組を開始する。患者に有効性の高い診断法・早期発見法・治療法を速やかに提供するための

体制づくりを進める。

（7） 小児がん，ＡＹＡ世代のがん及び高齢者のがん対策

　国は，小児がん，ＡＹＡ世代のがんを速やかに専門施設で診療できる体制の整備を目指して，

「小児がん医療・支援のあり方に関する検討会」及び「がん診療提供体制のあり方に関する検

討会」で検討を行い，3年以内に，小児がん拠点病院とがん診療連携拠点病院等の整備指針の

見直しを行う。

　国は，高齢者のがん診療に関する診療ガイドラインを策定した上で，診療ガイドラインを拠

点病院等に普及することを検討する。

（8） 病理診断

　国は，より安全で迅速な質の高い病理診断や細胞診断を提供するための環境を整備する。

（9） がん登録

　国は，がん登録によって得られた情報を利活用することによって，正確な情報に基づくがん

対策の立案，各地域の実情に応じた施策の実施，がんのリスクやがん予防等についての研究の

推進及び患者やその家族等に対する適切な情報提供を進める。

（10） 医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組

　国は，拠点病院等や小児がん拠点病院の医師が，患者や家族に対して臨床研究，先進医療，

医師主導治験，患者申出療養制度等についての適切な説明を行い，必要とする患者を専門的な

施設につなぐ仕組みを構築する。また，がん患者に対し，治験や臨床試験に関する情報を提供

する体制を整備する。

 3 ．尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

（1） がんと診断された時からの緩和ケアの推進

　がんによる身体的な痛みは，患者の日常生活に重大な支障を来し，ＱＯＬを大きく損ねる。

このため，がん診療に携わる医療機関において，医療従事者は，徹底した疼痛ケアを行い，患

者の日常生活動作に支障が出ないようにする。

　国及びがん診療に携わる医療機関は，関係学会等と協力して，医師はもちろんのこと，がん

診療に携わる全ての医療従事者が，精神心理的・社会的苦痛にも対応できるよう，基本的な緩

和ケアを実施できる体制を構築する。

　都道府県がん診療連携拠点病院においては，「緩和ケアセンター」の機能をより一層充実さ

せる。地域がん診療連携拠点病院における「緩和ケアセンター」のあり方について，設置の要

否も含め，3年以内に検討する。

　拠点病院等以外の病院や緩和ケア病棟における緩和ケアの実態及び患者のニーズを調査し，

その結果を踏まえ，緩和ケアの提供体制について検討を進める。

（2） 相談支援及び情報提供

　国は，多様化・複雑化する相談支援のニーズに対応できるよう，関係学会との連携や相談支

援従事者の研修のあり方等について，3年以内に検討し，より効率的・効果的な相談支援体制

を構築する。

　国は，ピア・サポートの実態調査，効果検証を行った上で，3年以内に研修内容を見直し，ピア・

サポートの普及に取り組む。

　国は，国民が必要な時に，自分に合った正しい医療情報を入手し，適切に治療や生活等に関

する選択ができるよう，科学的根拠に基づく情報を迅速に提供するための体制を整備する。

（3） 社会連携に基づくがん対策・がん患者支援

　国は，がん患者がその療養する場所にかかわらず，質の高いがん医療を受けられるよう，2

年以内に，地域連携体制について検討し，必要に応じて拠点病院等の整備指針の見直しを行い，

拠点病院等の機能を更に充実させる。

　拠点病院等は，医療と介護との連携を図りつつ，地域における緩和ケアの状況を把握し，地

域における緩和ケアの提供体制について検討する場を3年以内に設けるなど，地域における

他の医療機関との連携を図る。都道府県は，その開催状況を把握することに努める。

（4） がん患者等の就労を含めた社会的な問題（サバイバーシップ支援）

　国は，3年以内に，「治療と仕事両立プラン（仮称）」を開発するとともに，そのプランを活

用した，がん相談支援センターの相談員をはじめとする就労支援の関係者間の連携について

モデルを構築し，「治療と仕事両立プラン（仮称）」を用いた生活，介護及び育児の状況など，個々

の事情に応じた就労支援を行うための体制整備を進める。

　国は，3年以内に，医療機関向けに企業との連携のためのマニュアルを作成し，その普及を

開始する。

　国は，がん患者・経験者，その家族の生活の質を向上させるため，がん患者や家族に関する

研究を行うことによって，その課題を明らかにする。また，既存の施策の強化や普及啓発など，

更なる施策の必要性について検討する。

（5） ライフステージに応じたがん対策

　国は，小児・ＡＹＡ世代のがんの経験者が治療後の年齢に応じて，継ぎ目なく診療や長期フ

ォローアップを受けられる体制の整備を進める。そのため，3年以内に，「小児がん医療・支援

のあり方に関する検討会」及び「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」で検討を行い，

小児がん拠点病院とがん診療連携拠点病院等の整備指針の見直しを行う。

　また，高齢のがん患者の意思決定の支援に関する診療ガイドラインを策定し，拠点病院等に

普及させることを検討する。

 4 ．これらを支える基盤の整備

（1） がん研究

　国は，2年以内に，「がん研究10か年戦略」のあり方について検討を行い，新たな課題や重

点的に進めるべき研究を盛り込む。その際，必要に応じて，現在ＡＭＥＤで行われている事業

の研究領域を見直し，科学技術の進展や臨床ニーズに見合った研究を推進する。

（2） 人材育成

　国は，2年以内に，今後のがん医療や支援に必要な人材と，幅広い育成のあり方について検

討し，そのために必要な具体的なスケジュールを策定する。

（3） がん教育・がんに関する知識の普及啓発

　国は，全国での実施状況を把握した上で，地域の実情に応じて，外部講師の活用体制を整備し，

がん教育の充実に努める。

　国民が，がん予防や早期発見の重要性を認識し，自分や身近な人ががんに罹患しても，その

ことを正しく理解し向き合うことができるよう，国は，がんに関する知識の普及啓発を更に進

める。

（参考）がん対策推進基本計画（平成30年３月）の目標項目
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目
標
項
目
一
覧

【全体目標】

 1 ．科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実　

　～がんを知り，がんを予防する～

　がんを予防する方法を普及啓発するとともに，研究を推進し，その結果に基づいた施策を実

施することにより，がんの罹患者を減少させる。国民が利用しやすい検診体制を構築し，がん

の早期発見・早期治療を促すことで，効率的かつ持続可能ながん対策を進め，がんの死亡者の

減少を実現する。

 2 ．患者本位のがん医療の実現

　～適切な医療を受けられる体制を充実させる～

　ビッグデータや人工知能（Artificial Intelligence。以下「ＡＩ」という。）を活用したがんゲノ

ム医療等を推進し，個人に最適化された患者本位のがん医療を実現する。また，がん医療の質

の向上，それぞれのがんの特性に応じたがん医療の均てん化・集約化及び効率的かつ持続可

能ながん医療を実現する。

 3 ．尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

　～がんになっても自分らしく生きることのできる地域共生社会を実現する～

　がん患者が住み慣れた地域社会で生活をしていく中で，必要な支援を受けることができる

環境を整備する。関係者等が，医療・福祉・介護・産業保健・就労支援分野等と連携し，効率

的な医療・福祉サービスの提供や，就労支援等を行う仕組みを構築することで，がん患者が，

いつでもどこに居ても，安心して生活し，尊厳を持って自分らしく生きることのできる地域共

生社会を実現する。

【分野別施策と個別目標】

 1 ．科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実

（1） がんの1次予防

　喫煙率については，「健康日本21（第二次）」と同様，平成34（2022）年度までに，禁煙希望

者が禁煙することにより，成人喫煙率を12％とすること，妊娠中の喫煙をなくすこと及び20

歳未満の者の喫煙をなくすことを目標とする。 

　2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて受動喫煙対策を徹底し，本基本計画の

計画期間中において，望まない受動喫煙のない社会をできるだけ早期に実現することを目標

とする。

　その他の生活習慣改善については，平成34（2022）年度までに，生活習慣病のリスクを高め

る量を飲酒している者について，男性13.0％（13.9％）・女性6.4％（8.1％）とすること，運動

習慣のある者について，20 ～ 64歳：男性36.0％（24.6％）・女性33.0％（19.8％），65歳以上：

男性58.0％（52.5％）・女性48.0％（38.0％）とすること等を実現することとする。 

　※（ 　）内は，平成27年のデータ。

（2） がんの早期発見及びがん検診（2次予防）

　国は，男女とも対策型検診で行われている全てのがん種において，がん検診の受診率の目標

値を50％とする。

　国は，精密検査受診率の目標値を90％とする。

　国は，｢職域におけるがん検診に関するガイドライン（仮称）｣を1年以内に策定し，職域での

普及を図る。

 2 ．患者本位のがん医療の実現

（1） がんゲノム医療

　国は，ゲノム情報等を活用し，個々のがん患者に最適な医療を提供するため，「ゲノム情報

を用いた医療等の実用化推進タスクフォース」や「がんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会」

の報告書を踏まえ，本基本計画に基づき，段階的に体制整備を進める。また，「がんゲノム医

療推進コンソーシアム」を形成すること，2年以内に拠点病院等の見直しに着手することなど，

がんゲノム医療を提供するための体制整備の取組を進める。

（2） がんの手術療法，放射線療法，薬物療法及び免疫療法の充実

　国は，新たながん医療提供体制について，2年以内に検討する。必要に応じて拠点病院等の

整備指針の見直しを行い，拠点病院等の機能を更に充実させる。

　国は，がん医療の質の担保と効率的・効果的な推進に資するため，手術療法，放射線療法，

薬物療法及び免疫療法に関するそれぞれの専門的な学会が，それらの治療法に関する最新の

情報について互いに共有した上で，周知啓発を行うよう要請する。

（3） チーム医療の推進

　国は，がん患者が入院しているときや，外来通院しながら在宅で療養生活を送っているとき

など，それぞれの状況において必要なサポートを受けられるようなチーム医療の体制を強化

する。

（4） がんのリハビリテーション

　国は，がんのリハビリテーションに携わる有識者の意見を聴きながら，拠点病院等における

リハビリテーションのあり方について，3年以内に検討し，その結果について，拠点病院等で

の普及に努める。

（5） 支持療法の推進

　国は，がん治療による副作用・合併症・後遺症により，患者とその家族のＱＯＬが低下しな

いよう，患者視点の評価も重視した支持療法に関する診療ガイドラインを作成し，医療機関で

の実施につなげる。

（6） 希少がん及び難治性がん対策（それぞれのがんの特性に応じた対策）

　国は，希少がん患者が適切な医療を受けられる環境を整備するため，中核的な役割を担う機

関を整備し，希少がん対策を統括する体制を2年以内に整備する。

　国は，希少がん及び難治性がんに対するより有効性の高い診断・治療法の研究開発を効率

的に推進するため，国際的な研究ネットワークの下で行うなど，がん研究を推進するための取

組を開始する。患者に有効性の高い診断法・早期発見法・治療法を速やかに提供するための

体制づくりを進める。

（7） 小児がん，ＡＹＡ世代のがん及び高齢者のがん対策

　国は，小児がん，ＡＹＡ世代のがんを速やかに専門施設で診療できる体制の整備を目指して，

「小児がん医療・支援のあり方に関する検討会」及び「がん診療提供体制のあり方に関する検

討会」で検討を行い，3年以内に，小児がん拠点病院とがん診療連携拠点病院等の整備指針の

見直しを行う。

　国は，高齢者のがん診療に関する診療ガイドラインを策定した上で，診療ガイドラインを拠

点病院等に普及することを検討する。

（8） 病理診断

　国は，より安全で迅速な質の高い病理診断や細胞診断を提供するための環境を整備する。

（9） がん登録

　国は，がん登録によって得られた情報を利活用することによって，正確な情報に基づくがん

対策の立案，各地域の実情に応じた施策の実施，がんのリスクやがん予防等についての研究の

推進及び患者やその家族等に対する適切な情報提供を進める。

（10） 医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組

　国は，拠点病院等や小児がん拠点病院の医師が，患者や家族に対して臨床研究，先進医療，

医師主導治験，患者申出療養制度等についての適切な説明を行い，必要とする患者を専門的な

施設につなぐ仕組みを構築する。また，がん患者に対し，治験や臨床試験に関する情報を提供

する体制を整備する。

 3 ．尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

（1） がんと診断された時からの緩和ケアの推進

　がんによる身体的な痛みは，患者の日常生活に重大な支障を来し，ＱＯＬを大きく損ねる。

このため，がん診療に携わる医療機関において，医療従事者は，徹底した疼痛ケアを行い，患

者の日常生活動作に支障が出ないようにする。

　国及びがん診療に携わる医療機関は，関係学会等と協力して，医師はもちろんのこと，がん

診療に携わる全ての医療従事者が，精神心理的・社会的苦痛にも対応できるよう，基本的な緩

和ケアを実施できる体制を構築する。

　都道府県がん診療連携拠点病院においては，「緩和ケアセンター」の機能をより一層充実さ

せる。地域がん診療連携拠点病院における「緩和ケアセンター」のあり方について，設置の要

否も含め，3年以内に検討する。

　拠点病院等以外の病院や緩和ケア病棟における緩和ケアの実態及び患者のニーズを調査し，

その結果を踏まえ，緩和ケアの提供体制について検討を進める。

（2） 相談支援及び情報提供

　国は，多様化・複雑化する相談支援のニーズに対応できるよう，関係学会との連携や相談支

援従事者の研修のあり方等について，3年以内に検討し，より効率的・効果的な相談支援体制

を構築する。

　国は，ピア・サポートの実態調査，効果検証を行った上で，3年以内に研修内容を見直し，ピア・

サポートの普及に取り組む。

　国は，国民が必要な時に，自分に合った正しい医療情報を入手し，適切に治療や生活等に関

する選択ができるよう，科学的根拠に基づく情報を迅速に提供するための体制を整備する。

（3） 社会連携に基づくがん対策・がん患者支援

　国は，がん患者がその療養する場所にかかわらず，質の高いがん医療を受けられるよう，2

年以内に，地域連携体制について検討し，必要に応じて拠点病院等の整備指針の見直しを行い，

拠点病院等の機能を更に充実させる。

　拠点病院等は，医療と介護との連携を図りつつ，地域における緩和ケアの状況を把握し，地

域における緩和ケアの提供体制について検討する場を3年以内に設けるなど，地域における

他の医療機関との連携を図る。都道府県は，その開催状況を把握することに努める。

（4） がん患者等の就労を含めた社会的な問題（サバイバーシップ支援）

　国は，3年以内に，「治療と仕事両立プラン（仮称）」を開発するとともに，そのプランを活

用した，がん相談支援センターの相談員をはじめとする就労支援の関係者間の連携について

モデルを構築し，「治療と仕事両立プラン（仮称）」を用いた生活，介護及び育児の状況など，個々

の事情に応じた就労支援を行うための体制整備を進める。

　国は，3年以内に，医療機関向けに企業との連携のためのマニュアルを作成し，その普及を

開始する。

　国は，がん患者・経験者，その家族の生活の質を向上させるため，がん患者や家族に関する

研究を行うことによって，その課題を明らかにする。また，既存の施策の強化や普及啓発など，

更なる施策の必要性について検討する。

（5） ライフステージに応じたがん対策

　国は，小児・ＡＹＡ世代のがんの経験者が治療後の年齢に応じて，継ぎ目なく診療や長期フ

ォローアップを受けられる体制の整備を進める。そのため，3年以内に，「小児がん医療・支援

のあり方に関する検討会」及び「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」で検討を行い，

小児がん拠点病院とがん診療連携拠点病院等の整備指針の見直しを行う。

　また，高齢のがん患者の意思決定の支援に関する診療ガイドラインを策定し，拠点病院等に

普及させることを検討する。

 4 ．これらを支える基盤の整備

（1） がん研究

　国は，2年以内に，「がん研究10か年戦略」のあり方について検討を行い，新たな課題や重

点的に進めるべき研究を盛り込む。その際，必要に応じて，現在ＡＭＥＤで行われている事業

の研究領域を見直し，科学技術の進展や臨床ニーズに見合った研究を推進する。

（2） 人材育成

　国は，2年以内に，今後のがん医療や支援に必要な人材と，幅広い育成のあり方について検

討し，そのために必要な具体的なスケジュールを策定する。

（3） がん教育・がんに関する知識の普及啓発

　国は，全国での実施状況を把握した上で，地域の実情に応じて，外部講師の活用体制を整備し，

がん教育の充実に努める。

　国民が，がん予防や早期発見の重要性を認識し，自分や身近な人ががんに罹患しても，その

ことを正しく理解し向き合うことができるよう，国は，がんに関する知識の普及啓発を更に進

める。

（参考）がん対策推進基本計画（平成30年３月）の目標項目

【全体目標】

 1 ．科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実　

　～がんを知り，がんを予防する～

　がんを予防する方法を普及啓発するとともに，研究を推進し，その結果に基づいた施策を実

施することにより，がんの罹患者を減少させる。国民が利用しやすい検診体制を構築し，がん

の早期発見・早期治療を促すことで，効率的かつ持続可能ながん対策を進め，がんの死亡者の

減少を実現する。

 2 ．患者本位のがん医療の実現

　～適切な医療を受けられる体制を充実させる～

　ビッグデータや人工知能（Artificial Intelligence。以下「ＡＩ」という。）を活用したがんゲノ

ム医療等を推進し，個人に最適化された患者本位のがん医療を実現する。また，がん医療の質

の向上，それぞれのがんの特性に応じたがん医療の均てん化・集約化及び効率的かつ持続可

能ながん医療を実現する。

 3 ．尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

　～がんになっても自分らしく生きることのできる地域共生社会を実現する～

　がん患者が住み慣れた地域社会で生活をしていく中で，必要な支援を受けることができる

環境を整備する。関係者等が，医療・福祉・介護・産業保健・就労支援分野等と連携し，効率

的な医療・福祉サービスの提供や，就労支援等を行う仕組みを構築することで，がん患者が，

いつでもどこに居ても，安心して生活し，尊厳を持って自分らしく生きることのできる地域共

生社会を実現する。

【分野別施策と個別目標】

 1 ．科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実

（1） がんの1次予防

　喫煙率については，「健康日本21（第二次）」と同様，平成34（2022）年度までに，禁煙希望

者が禁煙することにより，成人喫煙率を12％とすること，妊娠中の喫煙をなくすこと及び20

歳未満の者の喫煙をなくすことを目標とする。 

　2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて受動喫煙対策を徹底し，本基本計画の

計画期間中において，望まない受動喫煙のない社会をできるだけ早期に実現することを目標

とする。

　その他の生活習慣改善については，平成34（2022）年度までに，生活習慣病のリスクを高め

る量を飲酒している者について，男性13.0％（13.9％）・女性6.4％（8.1％）とすること，運動

習慣のある者について，20 ～ 64歳：男性36.0％（24.6％）・女性33.0％（19.8％），65歳以上：

男性58.0％（52.5％）・女性48.0％（38.0％）とすること等を実現することとする。 

　※（ 　）内は，平成27年のデータ。

（2） がんの早期発見及びがん検診（2次予防）

　国は，男女とも対策型検診で行われている全てのがん種において，がん検診の受診率の目標

値を50％とする。

　国は，精密検査受診率の目標値を90％とする。

　国は，｢職域におけるがん検診に関するガイドライン（仮称）｣を1年以内に策定し，職域での

普及を図る。

 2 ．患者本位のがん医療の実現

（1） がんゲノム医療

　国は，ゲノム情報等を活用し，個々のがん患者に最適な医療を提供するため，「ゲノム情報

を用いた医療等の実用化推進タスクフォース」や「がんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会」

の報告書を踏まえ，本基本計画に基づき，段階的に体制整備を進める。また，「がんゲノム医

療推進コンソーシアム」を形成すること，2年以内に拠点病院等の見直しに着手することなど，

がんゲノム医療を提供するための体制整備の取組を進める。

（2） がんの手術療法，放射線療法，薬物療法及び免疫療法の充実

　国は，新たながん医療提供体制について，2年以内に検討する。必要に応じて拠点病院等の

整備指針の見直しを行い，拠点病院等の機能を更に充実させる。

　国は，がん医療の質の担保と効率的・効果的な推進に資するため，手術療法，放射線療法，

薬物療法及び免疫療法に関するそれぞれの専門的な学会が，それらの治療法に関する最新の

情報について互いに共有した上で，周知啓発を行うよう要請する。

（3） チーム医療の推進

　国は，がん患者が入院しているときや，外来通院しながら在宅で療養生活を送っているとき

など，それぞれの状況において必要なサポートを受けられるようなチーム医療の体制を強化

する。

（4） がんのリハビリテーション

　国は，がんのリハビリテーションに携わる有識者の意見を聴きながら，拠点病院等における

リハビリテーションのあり方について，3年以内に検討し，その結果について，拠点病院等で

の普及に努める。

（5） 支持療法の推進

　国は，がん治療による副作用・合併症・後遺症により，患者とその家族のＱＯＬが低下しな

いよう，患者視点の評価も重視した支持療法に関する診療ガイドラインを作成し，医療機関で

の実施につなげる。

（6） 希少がん及び難治性がん対策（それぞれのがんの特性に応じた対策）

　国は，希少がん患者が適切な医療を受けられる環境を整備するため，中核的な役割を担う機

関を整備し，希少がん対策を統括する体制を2年以内に整備する。

　国は，希少がん及び難治性がんに対するより有効性の高い診断・治療法の研究開発を効率

的に推進するため，国際的な研究ネットワークの下で行うなど，がん研究を推進するための取

組を開始する。患者に有効性の高い診断法・早期発見法・治療法を速やかに提供するための

体制づくりを進める。

（7） 小児がん，ＡＹＡ世代のがん及び高齢者のがん対策

　国は，小児がん，ＡＹＡ世代のがんを速やかに専門施設で診療できる体制の整備を目指して，

「小児がん医療・支援のあり方に関する検討会」及び「がん診療提供体制のあり方に関する検

討会」で検討を行い，3年以内に，小児がん拠点病院とがん診療連携拠点病院等の整備指針の

見直しを行う。

　国は，高齢者のがん診療に関する診療ガイドラインを策定した上で，診療ガイドラインを拠

点病院等に普及することを検討する。

（8） 病理診断

　国は，より安全で迅速な質の高い病理診断や細胞診断を提供するための環境を整備する。

（9） がん登録

　国は，がん登録によって得られた情報を利活用することによって，正確な情報に基づくがん

対策の立案，各地域の実情に応じた施策の実施，がんのリスクやがん予防等についての研究の

推進及び患者やその家族等に対する適切な情報提供を進める。

（10） 医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組

　国は，拠点病院等や小児がん拠点病院の医師が，患者や家族に対して臨床研究，先進医療，

医師主導治験，患者申出療養制度等についての適切な説明を行い，必要とする患者を専門的な

施設につなぐ仕組みを構築する。また，がん患者に対し，治験や臨床試験に関する情報を提供

する体制を整備する。

 3 ．尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

（1） がんと診断された時からの緩和ケアの推進

　がんによる身体的な痛みは，患者の日常生活に重大な支障を来し，ＱＯＬを大きく損ねる。

このため，がん診療に携わる医療機関において，医療従事者は，徹底した疼痛ケアを行い，患

者の日常生活動作に支障が出ないようにする。

　国及びがん診療に携わる医療機関は，関係学会等と協力して，医師はもちろんのこと，がん

診療に携わる全ての医療従事者が，精神心理的・社会的苦痛にも対応できるよう，基本的な緩

和ケアを実施できる体制を構築する。

　都道府県がん診療連携拠点病院においては，「緩和ケアセンター」の機能をより一層充実さ

せる。地域がん診療連携拠点病院における「緩和ケアセンター」のあり方について，設置の要

否も含め，3年以内に検討する。

　拠点病院等以外の病院や緩和ケア病棟における緩和ケアの実態及び患者のニーズを調査し，

その結果を踏まえ，緩和ケアの提供体制について検討を進める。

（2） 相談支援及び情報提供

　国は，多様化・複雑化する相談支援のニーズに対応できるよう，関係学会との連携や相談支

援従事者の研修のあり方等について，3年以内に検討し，より効率的・効果的な相談支援体制

を構築する。

　国は，ピア・サポートの実態調査，効果検証を行った上で，3年以内に研修内容を見直し，ピア・

サポートの普及に取り組む。

　国は，国民が必要な時に，自分に合った正しい医療情報を入手し，適切に治療や生活等に関

する選択ができるよう，科学的根拠に基づく情報を迅速に提供するための体制を整備する。

（3） 社会連携に基づくがん対策・がん患者支援

　国は，がん患者がその療養する場所にかかわらず，質の高いがん医療を受けられるよう，2

年以内に，地域連携体制について検討し，必要に応じて拠点病院等の整備指針の見直しを行い，

拠点病院等の機能を更に充実させる。

　拠点病院等は，医療と介護との連携を図りつつ，地域における緩和ケアの状況を把握し，地

域における緩和ケアの提供体制について検討する場を3年以内に設けるなど，地域における

他の医療機関との連携を図る。都道府県は，その開催状況を把握することに努める。

（4） がん患者等の就労を含めた社会的な問題（サバイバーシップ支援）

　国は，3年以内に，「治療と仕事両立プラン（仮称）」を開発するとともに，そのプランを活

用した，がん相談支援センターの相談員をはじめとする就労支援の関係者間の連携について

モデルを構築し，「治療と仕事両立プラン（仮称）」を用いた生活，介護及び育児の状況など，個々

の事情に応じた就労支援を行うための体制整備を進める。

　国は，3年以内に，医療機関向けに企業との連携のためのマニュアルを作成し，その普及を

開始する。

　国は，がん患者・経験者，その家族の生活の質を向上させるため，がん患者や家族に関する

研究を行うことによって，その課題を明らかにする。また，既存の施策の強化や普及啓発など，

更なる施策の必要性について検討する。

（5） ライフステージに応じたがん対策

　国は，小児・ＡＹＡ世代のがんの経験者が治療後の年齢に応じて，継ぎ目なく診療や長期フ

ォローアップを受けられる体制の整備を進める。そのため，3年以内に，「小児がん医療・支援

のあり方に関する検討会」及び「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」で検討を行い，

小児がん拠点病院とがん診療連携拠点病院等の整備指針の見直しを行う。

　また，高齢のがん患者の意思決定の支援に関する診療ガイドラインを策定し，拠点病院等に

普及させることを検討する。

 4 ．これらを支える基盤の整備

（1） がん研究

　国は，2年以内に，「がん研究10か年戦略」のあり方について検討を行い，新たな課題や重

点的に進めるべき研究を盛り込む。その際，必要に応じて，現在ＡＭＥＤで行われている事業

の研究領域を見直し，科学技術の進展や臨床ニーズに見合った研究を推進する。

（2） 人材育成

　国は，2年以内に，今後のがん医療や支援に必要な人材と，幅広い育成のあり方について検

討し，そのために必要な具体的なスケジュールを策定する。

（3） がん教育・がんに関する知識の普及啓発

　国は，全国での実施状況を把握した上で，地域の実情に応じて，外部講師の活用体制を整備し，

がん教育の充実に努める。

　国民が，がん予防や早期発見の重要性を認識し，自分や身近な人ががんに罹患しても，その

ことを正しく理解し向き合うことができるよう，国は，がんに関する知識の普及啓発を更に進

める。

（参考）がん対策推進基本計画（平成30年３月）の目標項目
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目
標
項
目
一
覧

【全体目標】

 1 ．科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実　

　～がんを知り，がんを予防する～

　がんを予防する方法を普及啓発するとともに，研究を推進し，その結果に基づいた施策を実

施することにより，がんの罹患者を減少させる。国民が利用しやすい検診体制を構築し，がん

の早期発見・早期治療を促すことで，効率的かつ持続可能ながん対策を進め，がんの死亡者の

減少を実現する。

 2 ．患者本位のがん医療の実現

　～適切な医療を受けられる体制を充実させる～

　ビッグデータや人工知能（Artificial Intelligence。以下「ＡＩ」という。）を活用したがんゲノ

ム医療等を推進し，個人に最適化された患者本位のがん医療を実現する。また，がん医療の質

の向上，それぞれのがんの特性に応じたがん医療の均てん化・集約化及び効率的かつ持続可

能ながん医療を実現する。

 3 ．尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

　～がんになっても自分らしく生きることのできる地域共生社会を実現する～

　がん患者が住み慣れた地域社会で生活をしていく中で，必要な支援を受けることができる

環境を整備する。関係者等が，医療・福祉・介護・産業保健・就労支援分野等と連携し，効率

的な医療・福祉サービスの提供や，就労支援等を行う仕組みを構築することで，がん患者が，

いつでもどこに居ても，安心して生活し，尊厳を持って自分らしく生きることのできる地域共

生社会を実現する。

【分野別施策と個別目標】

 1 ．科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実

（1） がんの1次予防

　喫煙率については，「健康日本21（第二次）」と同様，平成34（2022）年度までに，禁煙希望

者が禁煙することにより，成人喫煙率を12％とすること，妊娠中の喫煙をなくすこと及び20

歳未満の者の喫煙をなくすことを目標とする。 

　2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて受動喫煙対策を徹底し，本基本計画の

計画期間中において，望まない受動喫煙のない社会をできるだけ早期に実現することを目標

とする。

　その他の生活習慣改善については，平成34（2022）年度までに，生活習慣病のリスクを高め

る量を飲酒している者について，男性13.0％（13.9％）・女性6.4％（8.1％）とすること，運動

習慣のある者について，20 ～ 64歳：男性36.0％（24.6％）・女性33.0％（19.8％），65歳以上：

男性58.0％（52.5％）・女性48.0％（38.0％）とすること等を実現することとする。 

　※（ 　）内は，平成27年のデータ。

（2） がんの早期発見及びがん検診（2次予防）

　国は，男女とも対策型検診で行われている全てのがん種において，がん検診の受診率の目標

値を50％とする。

　国は，精密検査受診率の目標値を90％とする。

　国は，｢職域におけるがん検診に関するガイドライン（仮称）｣を1年以内に策定し，職域での

普及を図る。

 2 ．患者本位のがん医療の実現

（1） がんゲノム医療

　国は，ゲノム情報等を活用し，個々のがん患者に最適な医療を提供するため，「ゲノム情報

を用いた医療等の実用化推進タスクフォース」や「がんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会」

の報告書を踏まえ，本基本計画に基づき，段階的に体制整備を進める。また，「がんゲノム医

療推進コンソーシアム」を形成すること，2年以内に拠点病院等の見直しに着手することなど，

がんゲノム医療を提供するための体制整備の取組を進める。

（2） がんの手術療法，放射線療法，薬物療法及び免疫療法の充実

　国は，新たながん医療提供体制について，2年以内に検討する。必要に応じて拠点病院等の

整備指針の見直しを行い，拠点病院等の機能を更に充実させる。

　国は，がん医療の質の担保と効率的・効果的な推進に資するため，手術療法，放射線療法，

薬物療法及び免疫療法に関するそれぞれの専門的な学会が，それらの治療法に関する最新の

情報について互いに共有した上で，周知啓発を行うよう要請する。

（3） チーム医療の推進

　国は，がん患者が入院しているときや，外来通院しながら在宅で療養生活を送っているとき

など，それぞれの状況において必要なサポートを受けられるようなチーム医療の体制を強化

する。

（4） がんのリハビリテーション

　国は，がんのリハビリテーションに携わる有識者の意見を聴きながら，拠点病院等における

リハビリテーションのあり方について，3年以内に検討し，その結果について，拠点病院等で

の普及に努める。

（5） 支持療法の推進

　国は，がん治療による副作用・合併症・後遺症により，患者とその家族のＱＯＬが低下しな

いよう，患者視点の評価も重視した支持療法に関する診療ガイドラインを作成し，医療機関で

の実施につなげる。

（6） 希少がん及び難治性がん対策（それぞれのがんの特性に応じた対策）

　国は，希少がん患者が適切な医療を受けられる環境を整備するため，中核的な役割を担う機

関を整備し，希少がん対策を統括する体制を2年以内に整備する。

　国は，希少がん及び難治性がんに対するより有効性の高い診断・治療法の研究開発を効率

的に推進するため，国際的な研究ネットワークの下で行うなど，がん研究を推進するための取

組を開始する。患者に有効性の高い診断法・早期発見法・治療法を速やかに提供するための

体制づくりを進める。

（7） 小児がん，ＡＹＡ世代のがん及び高齢者のがん対策

　国は，小児がん，ＡＹＡ世代のがんを速やかに専門施設で診療できる体制の整備を目指して，

「小児がん医療・支援のあり方に関する検討会」及び「がん診療提供体制のあり方に関する検

討会」で検討を行い，3年以内に，小児がん拠点病院とがん診療連携拠点病院等の整備指針の

見直しを行う。

　国は，高齢者のがん診療に関する診療ガイドラインを策定した上で，診療ガイドラインを拠

点病院等に普及することを検討する。

（8） 病理診断

　国は，より安全で迅速な質の高い病理診断や細胞診断を提供するための環境を整備する。

（9） がん登録

　国は，がん登録によって得られた情報を利活用することによって，正確な情報に基づくがん

対策の立案，各地域の実情に応じた施策の実施，がんのリスクやがん予防等についての研究の

推進及び患者やその家族等に対する適切な情報提供を進める。

（10） 医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組

　国は，拠点病院等や小児がん拠点病院の医師が，患者や家族に対して臨床研究，先進医療，

医師主導治験，患者申出療養制度等についての適切な説明を行い，必要とする患者を専門的な

施設につなぐ仕組みを構築する。また，がん患者に対し，治験や臨床試験に関する情報を提供

する体制を整備する。

 3 ．尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

（1） がんと診断された時からの緩和ケアの推進

　がんによる身体的な痛みは，患者の日常生活に重大な支障を来し，ＱＯＬを大きく損ねる。

このため，がん診療に携わる医療機関において，医療従事者は，徹底した疼痛ケアを行い，患

者の日常生活動作に支障が出ないようにする。

　国及びがん診療に携わる医療機関は，関係学会等と協力して，医師はもちろんのこと，がん

診療に携わる全ての医療従事者が，精神心理的・社会的苦痛にも対応できるよう，基本的な緩

和ケアを実施できる体制を構築する。

　都道府県がん診療連携拠点病院においては，「緩和ケアセンター」の機能をより一層充実さ

せる。地域がん診療連携拠点病院における「緩和ケアセンター」のあり方について，設置の要

否も含め，3年以内に検討する。

　拠点病院等以外の病院や緩和ケア病棟における緩和ケアの実態及び患者のニーズを調査し，

その結果を踏まえ，緩和ケアの提供体制について検討を進める。

（2） 相談支援及び情報提供

　国は，多様化・複雑化する相談支援のニーズに対応できるよう，関係学会との連携や相談支

援従事者の研修のあり方等について，3年以内に検討し，より効率的・効果的な相談支援体制

を構築する。

　国は，ピア・サポートの実態調査，効果検証を行った上で，3年以内に研修内容を見直し，ピア・

サポートの普及に取り組む。

　国は，国民が必要な時に，自分に合った正しい医療情報を入手し，適切に治療や生活等に関

する選択ができるよう，科学的根拠に基づく情報を迅速に提供するための体制を整備する。

（3） 社会連携に基づくがん対策・がん患者支援

　国は，がん患者がその療養する場所にかかわらず，質の高いがん医療を受けられるよう，2

年以内に，地域連携体制について検討し，必要に応じて拠点病院等の整備指針の見直しを行い，

拠点病院等の機能を更に充実させる。

　拠点病院等は，医療と介護との連携を図りつつ，地域における緩和ケアの状況を把握し，地

域における緩和ケアの提供体制について検討する場を3年以内に設けるなど，地域における

他の医療機関との連携を図る。都道府県は，その開催状況を把握することに努める。

（4） がん患者等の就労を含めた社会的な問題（サバイバーシップ支援）

　国は，3年以内に，「治療と仕事両立プラン（仮称）」を開発するとともに，そのプランを活

用した，がん相談支援センターの相談員をはじめとする就労支援の関係者間の連携について

モデルを構築し，「治療と仕事両立プラン（仮称）」を用いた生活，介護及び育児の状況など，個々

の事情に応じた就労支援を行うための体制整備を進める。

　国は，3年以内に，医療機関向けに企業との連携のためのマニュアルを作成し，その普及を

開始する。

　国は，がん患者・経験者，その家族の生活の質を向上させるため，がん患者や家族に関する

研究を行うことによって，その課題を明らかにする。また，既存の施策の強化や普及啓発など，

更なる施策の必要性について検討する。

（5） ライフステージに応じたがん対策

　国は，小児・ＡＹＡ世代のがんの経験者が治療後の年齢に応じて，継ぎ目なく診療や長期フ

ォローアップを受けられる体制の整備を進める。そのため，3年以内に，「小児がん医療・支援

のあり方に関する検討会」及び「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」で検討を行い，

小児がん拠点病院とがん診療連携拠点病院等の整備指針の見直しを行う。

　また，高齢のがん患者の意思決定の支援に関する診療ガイドラインを策定し，拠点病院等に

普及させることを検討する。

 4 ．これらを支える基盤の整備

（1） がん研究

　国は，2年以内に，「がん研究10か年戦略」のあり方について検討を行い，新たな課題や重

点的に進めるべき研究を盛り込む。その際，必要に応じて，現在ＡＭＥＤで行われている事業

の研究領域を見直し，科学技術の進展や臨床ニーズに見合った研究を推進する。

（2） 人材育成

　国は，2年以内に，今後のがん医療や支援に必要な人材と，幅広い育成のあり方について検

討し，そのために必要な具体的なスケジュールを策定する。

（3） がん教育・がんに関する知識の普及啓発

　国は，全国での実施状況を把握した上で，地域の実情に応じて，外部講師の活用体制を整備し，

がん教育の充実に努める。

　国民が，がん予防や早期発見の重要性を認識し，自分や身近な人ががんに罹患しても，その

ことを正しく理解し向き合うことができるよう，国は，がんに関する知識の普及啓発を更に進

める。

（参考）がん対策推進基本計画（平成30年３月）の目標項目

【全体目標】

 1 ．科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実　

　～がんを知り，がんを予防する～

　がんを予防する方法を普及啓発するとともに，研究を推進し，その結果に基づいた施策を実

施することにより，がんの罹患者を減少させる。国民が利用しやすい検診体制を構築し，がん

の早期発見・早期治療を促すことで，効率的かつ持続可能ながん対策を進め，がんの死亡者の

減少を実現する。

 2 ．患者本位のがん医療の実現

　～適切な医療を受けられる体制を充実させる～

　ビッグデータや人工知能（Artificial Intelligence。以下「ＡＩ」という。）を活用したがんゲノ

ム医療等を推進し，個人に最適化された患者本位のがん医療を実現する。また，がん医療の質

の向上，それぞれのがんの特性に応じたがん医療の均てん化・集約化及び効率的かつ持続可

能ながん医療を実現する。

 3 ．尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

　～がんになっても自分らしく生きることのできる地域共生社会を実現する～

　がん患者が住み慣れた地域社会で生活をしていく中で，必要な支援を受けることができる

環境を整備する。関係者等が，医療・福祉・介護・産業保健・就労支援分野等と連携し，効率

的な医療・福祉サービスの提供や，就労支援等を行う仕組みを構築することで，がん患者が，

いつでもどこに居ても，安心して生活し，尊厳を持って自分らしく生きることのできる地域共

生社会を実現する。

【分野別施策と個別目標】

 1 ．科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実

（1） がんの1次予防

　喫煙率については，「健康日本21（第二次）」と同様，平成34（2022）年度までに，禁煙希望

者が禁煙することにより，成人喫煙率を12％とすること，妊娠中の喫煙をなくすこと及び20

歳未満の者の喫煙をなくすことを目標とする。 

　2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて受動喫煙対策を徹底し，本基本計画の

計画期間中において，望まない受動喫煙のない社会をできるだけ早期に実現することを目標

とする。

　その他の生活習慣改善については，平成34（2022）年度までに，生活習慣病のリスクを高め

る量を飲酒している者について，男性13.0％（13.9％）・女性6.4％（8.1％）とすること，運動

習慣のある者について，20 ～ 64歳：男性36.0％（24.6％）・女性33.0％（19.8％），65歳以上：

男性58.0％（52.5％）・女性48.0％（38.0％）とすること等を実現することとする。 

　※（ 　）内は，平成27年のデータ。

（2） がんの早期発見及びがん検診（2次予防）

　国は，男女とも対策型検診で行われている全てのがん種において，がん検診の受診率の目標

値を50％とする。

　国は，精密検査受診率の目標値を90％とする。

　国は，｢職域におけるがん検診に関するガイドライン（仮称）｣を1年以内に策定し，職域での

普及を図る。

 2 ．患者本位のがん医療の実現

（1） がんゲノム医療

　国は，ゲノム情報等を活用し，個々のがん患者に最適な医療を提供するため，「ゲノム情報

を用いた医療等の実用化推進タスクフォース」や「がんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会」

の報告書を踏まえ，本基本計画に基づき，段階的に体制整備を進める。また，「がんゲノム医

療推進コンソーシアム」を形成すること，2年以内に拠点病院等の見直しに着手することなど，

がんゲノム医療を提供するための体制整備の取組を進める。

（2） がんの手術療法，放射線療法，薬物療法及び免疫療法の充実

　国は，新たながん医療提供体制について，2年以内に検討する。必要に応じて拠点病院等の

整備指針の見直しを行い，拠点病院等の機能を更に充実させる。

　国は，がん医療の質の担保と効率的・効果的な推進に資するため，手術療法，放射線療法，

薬物療法及び免疫療法に関するそれぞれの専門的な学会が，それらの治療法に関する最新の

情報について互いに共有した上で，周知啓発を行うよう要請する。

（3） チーム医療の推進

　国は，がん患者が入院しているときや，外来通院しながら在宅で療養生活を送っているとき

など，それぞれの状況において必要なサポートを受けられるようなチーム医療の体制を強化

する。

（4） がんのリハビリテーション

　国は，がんのリハビリテーションに携わる有識者の意見を聴きながら，拠点病院等における

リハビリテーションのあり方について，3年以内に検討し，その結果について，拠点病院等で

の普及に努める。

（5） 支持療法の推進

　国は，がん治療による副作用・合併症・後遺症により，患者とその家族のＱＯＬが低下しな

いよう，患者視点の評価も重視した支持療法に関する診療ガイドラインを作成し，医療機関で

の実施につなげる。

（6） 希少がん及び難治性がん対策（それぞれのがんの特性に応じた対策）

　国は，希少がん患者が適切な医療を受けられる環境を整備するため，中核的な役割を担う機

関を整備し，希少がん対策を統括する体制を2年以内に整備する。

　国は，希少がん及び難治性がんに対するより有効性の高い診断・治療法の研究開発を効率

的に推進するため，国際的な研究ネットワークの下で行うなど，がん研究を推進するための取

組を開始する。患者に有効性の高い診断法・早期発見法・治療法を速やかに提供するための

体制づくりを進める。

（7） 小児がん，ＡＹＡ世代のがん及び高齢者のがん対策

　国は，小児がん，ＡＹＡ世代のがんを速やかに専門施設で診療できる体制の整備を目指して，

「小児がん医療・支援のあり方に関する検討会」及び「がん診療提供体制のあり方に関する検

討会」で検討を行い，3年以内に，小児がん拠点病院とがん診療連携拠点病院等の整備指針の

見直しを行う。

　国は，高齢者のがん診療に関する診療ガイドラインを策定した上で，診療ガイドラインを拠

点病院等に普及することを検討する。

（8） 病理診断

　国は，より安全で迅速な質の高い病理診断や細胞診断を提供するための環境を整備する。

（9） がん登録

　国は，がん登録によって得られた情報を利活用することによって，正確な情報に基づくがん

対策の立案，各地域の実情に応じた施策の実施，がんのリスクやがん予防等についての研究の

推進及び患者やその家族等に対する適切な情報提供を進める。

（10） 医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組

　国は，拠点病院等や小児がん拠点病院の医師が，患者や家族に対して臨床研究，先進医療，

医師主導治験，患者申出療養制度等についての適切な説明を行い，必要とする患者を専門的な

施設につなぐ仕組みを構築する。また，がん患者に対し，治験や臨床試験に関する情報を提供

する体制を整備する。

 3 ．尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

（1） がんと診断された時からの緩和ケアの推進

　がんによる身体的な痛みは，患者の日常生活に重大な支障を来し，ＱＯＬを大きく損ねる。

このため，がん診療に携わる医療機関において，医療従事者は，徹底した疼痛ケアを行い，患

者の日常生活動作に支障が出ないようにする。

　国及びがん診療に携わる医療機関は，関係学会等と協力して，医師はもちろんのこと，がん

診療に携わる全ての医療従事者が，精神心理的・社会的苦痛にも対応できるよう，基本的な緩

和ケアを実施できる体制を構築する。

　都道府県がん診療連携拠点病院においては，「緩和ケアセンター」の機能をより一層充実さ

せる。地域がん診療連携拠点病院における「緩和ケアセンター」のあり方について，設置の要

否も含め，3年以内に検討する。

　拠点病院等以外の病院や緩和ケア病棟における緩和ケアの実態及び患者のニーズを調査し，

その結果を踏まえ，緩和ケアの提供体制について検討を進める。

（2） 相談支援及び情報提供

　国は，多様化・複雑化する相談支援のニーズに対応できるよう，関係学会との連携や相談支

援従事者の研修のあり方等について，3年以内に検討し，より効率的・効果的な相談支援体制

を構築する。

　国は，ピア・サポートの実態調査，効果検証を行った上で，3年以内に研修内容を見直し，ピア・

サポートの普及に取り組む。

　国は，国民が必要な時に，自分に合った正しい医療情報を入手し，適切に治療や生活等に関

する選択ができるよう，科学的根拠に基づく情報を迅速に提供するための体制を整備する。

（3） 社会連携に基づくがん対策・がん患者支援

　国は，がん患者がその療養する場所にかかわらず，質の高いがん医療を受けられるよう，2

年以内に，地域連携体制について検討し，必要に応じて拠点病院等の整備指針の見直しを行い，

拠点病院等の機能を更に充実させる。

　拠点病院等は，医療と介護との連携を図りつつ，地域における緩和ケアの状況を把握し，地

域における緩和ケアの提供体制について検討する場を3年以内に設けるなど，地域における

他の医療機関との連携を図る。都道府県は，その開催状況を把握することに努める。

（4） がん患者等の就労を含めた社会的な問題（サバイバーシップ支援）

　国は，3年以内に，「治療と仕事両立プラン（仮称）」を開発するとともに，そのプランを活

用した，がん相談支援センターの相談員をはじめとする就労支援の関係者間の連携について

モデルを構築し，「治療と仕事両立プラン（仮称）」を用いた生活，介護及び育児の状況など，個々

の事情に応じた就労支援を行うための体制整備を進める。

　国は，3年以内に，医療機関向けに企業との連携のためのマニュアルを作成し，その普及を

開始する。

　国は，がん患者・経験者，その家族の生活の質を向上させるため，がん患者や家族に関する

研究を行うことによって，その課題を明らかにする。また，既存の施策の強化や普及啓発など，

更なる施策の必要性について検討する。

（5） ライフステージに応じたがん対策

　国は，小児・ＡＹＡ世代のがんの経験者が治療後の年齢に応じて，継ぎ目なく診療や長期フ

ォローアップを受けられる体制の整備を進める。そのため，3年以内に，「小児がん医療・支援

のあり方に関する検討会」及び「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」で検討を行い，

小児がん拠点病院とがん診療連携拠点病院等の整備指針の見直しを行う。

　また，高齢のがん患者の意思決定の支援に関する診療ガイドラインを策定し，拠点病院等に

普及させることを検討する。

 4 ．これらを支える基盤の整備

（1） がん研究

　国は，2年以内に，「がん研究10か年戦略」のあり方について検討を行い，新たな課題や重

点的に進めるべき研究を盛り込む。その際，必要に応じて，現在ＡＭＥＤで行われている事業

の研究領域を見直し，科学技術の進展や臨床ニーズに見合った研究を推進する。

（2） 人材育成

　国は，2年以内に，今後のがん医療や支援に必要な人材と，幅広い育成のあり方について検

討し，そのために必要な具体的なスケジュールを策定する。

（3） がん教育・がんに関する知識の普及啓発

　国は，全国での実施状況を把握した上で，地域の実情に応じて，外部講師の活用体制を整備し，

がん教育の充実に努める。

　国民が，がん予防や早期発見の重要性を認識し，自分や身近な人ががんに罹患しても，その

ことを正しく理解し向き合うことができるよう，国は，がんに関する知識の普及啓発を更に進

める。

（参考）がん対策推進基本計画（平成30年３月）の目標項目
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