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新年度を迎えてのご挨拶 
 

会 長  黒 田 裕 子 
 

2007年 11月、兵庫県で活動するがん患者団体等が連携して、ひょうごがん患者連絡会を立ち上げて
以来、会員の理解と協力をベースに、会員の皆様と共に協力し合って組織体制を整備し、「行動する患

者団体」を目指して活動を進めてまいりました。その結果、協働関係にある行政・医療機関の協力もあ

って、県内外で「ひょうごがん患者連絡会」の存在が広く認知され、兵庫県下で実施される「がん対策

推進員研修会」に当団体から多くの講師派遣を行うなど、がん対策推進に貢献してまいりました。また、

大学病院及び公立病院などで実施されるがん患者会などにも参加させていただくことで、多くの学びを

させていただくと同時に、お互いの気持を汲み取ることが出来て分かち合える場ともなり、有効な時間

が持てたことに感謝しています。 
 2011 年度は、兵庫県がん対策推進計画の 4 年目を迎え、次期 5 か年計画策定を念頭においた幅広い
活動を行うことの重要性を考えています。そのためには、他府県との連携も図りながら更なる先進的な

活動を目指してまいります。 
 今年度は、更に県下 41市町との協働強化を目指して「41市町のがん検診責任者達との連携で＜兵庫
県がん検診フォーラム＞」の開催なども考え、県内のがん検診受診率向上啓発活動に参画し協働をすす

めてまいります。 
また、他府県で、がん患者の意見を織り込んでつくられたがん条例も参考にしながら、がん対策推進

課題に対する実施主体を明確にし、かつ、それらの義務を規定する「兵庫県がん対策推進条例」につい

て、行政の担当部署とも検討を重ねて、制定に向けて取り組んでまいります。 
がん対策基本法成立後、病院での在院が短くなり、病院から在宅への移行が進む中で顕在化している

諸問題については、行政及び医療機関との連携強化を図りながら問題解決に向けて取り組んでいきたい

と考えています。一方では切り目のないがん診療体制を目指して「地域連携クリティカルパス」の早期

運用開始に協力体制を整えてはいますが、医療者同士の連携強化が遅れているためにまだまだ実現には

程遠い感があります。患者も参画し協働強化できるように前向きに関わりが持てるように務めたいと考

えています。 
子供のがん対策については、未着手の部分が大いにありますが、当団体は子供についても様々な視点

から強化を図りたいと考えています。今年度は、県立こども病院の建替えが浮上している為、協働して

行えるように働きかけを行い、小児医療政策強化を図り様々な問題についても風通しが良く、患者及び

親達も安心してわが子の傍らで診療が受けられるような環境が創られるように誠心誠意取組んでいき

たいと考えています。 
今年度はこれらの多くの諸課題遂行のために、会員の皆様及び当団体にお力添いただいている皆様の

ご理解とご協力を仰ぎながら、ともに歩んでまいりたいと考えています。よろしくお願い申し上げます。 
     

以   上 
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平成２３年度の活動を進めるにあたって 
～３大成人病とがん対策の推進～ 

 

副会長 山 本 宗 男 

（肝炎友の会兵庫支部代表） 

 

2 人に 1 人はがんになり、3 人に 1 人はがんで亡くなる。また 3 人に 1 人は脳血管疾患か心疾患で亡

くなる。現代はそういう時代です。 

がん、脳血管疾患及び心疾患が 3 大成人病（3 大生活習慣病）といわれ、脳血管疾患や心疾患の下地

になる病気は糖尿病・脂質異常症・高血圧・高尿酸血症です。また、喫煙や肥満は上位死因すべての危

険因子であり「予防可能」とされています。生活習慣病は、日本で発生している重大な病気で、食生活

の欧米化や、運動不足、タバコの煙が強く関連しています。食生活では、炭水化物の摂取量が減少し、

動物性食品や脂っこく甘い菓子や甘い飲料の消費量の増加、塩分の摂取過剰、野菜の摂取不足などが原

因とされています。予防には、①食生活の改善、②酒は控えめに、タバコは禁煙（減らす）、③適度な

運動（有酸素歩行が良い）、④睡眠・休養とストレス解消が大切です。疲労の蓄積は、3大成人病の中で

も特に死亡原因の第１位を占める“がん”に対する抵抗力を弱め、病気を発症させるきっかけを与えて

しまうことになります。そして、「早期発見・早期治療」には定期検診です。がん検診とメタボ健診（特

定健診）が重要です。早期発見と早期適切な治療の必要性は、多くのがん患者が知るところです。 

 

１、がんに関連する対策をあげてみます。(兵庫県がん対策推進計画より) 

（１）予防と検診受診率向上 

①禁煙のすすめ  ②食生活の改善  ③がん対策推進員の設置と増員 ④がん検診受診率を 5 年

以内に 50%以上（大腸がん、乳がんは 60%以上） ⑤全ての市町で精度管理評価指標を把握 
（２）質の高い医療体制の確保 
①全ての拠点病院で 5 年以内に 5 大がんの地域連携パスを整備  ②全ての拠点病院で学会等の認

定専門医の複数配置  ③がん診療医師の緩和ケアの知識習得（緩和ケアチームの設置医療機関複

数/2 次医療圏） ④がん患者在宅看取り率 5年以内に 12%以上、 
⑤相談支援センター整備/2次医療圏  ⑥院内がん登録の医療機関数増加 

２、平成 23年度の私共がん連絡会の活動目標は次の通りです。 
① 病院から在宅への移行が進むなかでの問題事項の把握と問題軽減の推進 
② 切れ目のないがん診療体制を目指す地域連携クリティカルパスの推進 
③ がん検診受診率向上への参画 
④ 兵庫県がん対策推進条例制定にむけた取り組み 
⑤ がん相談支援センター、がんサロンの充実への取組 
⑥ 県立こども病院建て替えに県に対して意見書の提出 
⑦ がん医療に関連する公開研修講座の開催 
重点項目としては上記項目の内、③検診受診率向上への参画（兵庫県は全国都道府県の中で 40 位
以下）、及び④がん条例への取組、をとりあげていくべきと考えております。 
また、引き続き、行政、医療機関と連携、あるいは、お願いすべきことは提案をしていきましょう。 

以   上 
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副会長２年目にあたって 

 
副会長  伴 智代 

（神戸骨髄献血の輪を広げる会代表） 
 
何がなんだかわからないまま副会長 1年目が終わり、今年度も引続き副会長をお引き受けすることに
なりました。 
「ひょうごがん患者連絡会も４年目を迎え、「連携ノート」案への提言、「がん検診推進員研修会」へ

の講師派遣など会員の皆様の地道な努力のお陰で様々な活動が着実に広がってきていると思います。そ

のように考えると、私に副会長として何ができたかと・・・申し訳なく存じております。ただひとつ掲

げられるものがあるとするなら神戸医療センターに“がん患者サロン”「コスモスの会」を立ち上げて

頂くお手伝いができたことぐらいでしょうか。「コスモスの会」は毎月 1回院内、院外を問わず毎回 
１０人前後の患者さんが参加されています。患者さん相互に、各々の思いを前置きなしに遠慮なく話し

合える場として、さらに参加されている患者さんの知りたいことを学べる場として、充実したサロンに

なっていることをうれしく思っています。このようながん患者相談支援室（病院）主導の「がん患者サ

ロン」が県内の拠点病院すべてに立ち上がることを目指して副会長２年目の活動を進めていきたいと考

えています。 
 一方、「ひょうごがん患者連絡会」の今年度の活動として、私としては３つのポイントを考えています。 
まず一つ目は「がん患者サロン」や「がん検診推進員研修会」などの場で、今患者の人、もしかした

ら患者になってしまうかもしれない人達に、自立した患者になってもらうための働きかけを行なってい

くことです。つまり地域連携クリティカルパスの考え方の土台になっている一病院完結型の治療から、

拠点病院、後方支援病院、在宅療養支援診療所、終末期医療のできる病院がそれぞれの時期の患者を担

当するという分担型の医療について、患者がまず正しく知って、しっかり考えて判断できるように、で

きる限りの情報を提供していきたいと思います。 
さらに次のポイントとしては「がん条例」の制定に向けた活動だと思います。「がん条例」の制定に

ついては、近畿２府４県の中でも一番最後になりそうですが、最後になるなら、先を走っている他府県

の条例に加えてもう一歩先を行く患者、医療者、行政、一般の県民の皆さんの思いを充分汲み取った内

容の、より充実した条例ができるよう私達の会でもできる限りの提言、協力をしていきたいと思います。 
最後に三つ目のポイントとしては、県立こども病院の建て替えが検討されている状況の中「さくらん

ぼの会」の皆さんの考えを尊重しながら、ひょうごがん患者連絡会として、しっかり要望を伝えていく

ことです。 
以上三つのポイントは、どれをとっても簡単に達成できるものではないと思いますが、会員の皆様と

力を合わせて努力を積み重ね、一歩でも半歩でも着実に前進していきたいと思います。 
東日本大震災以降、自分の力のなさを思い知り、悔しさをかみしめている日々ですが、“微力かも知

れないが、無力ではない”ことを信じて、できるだけ多くの皆さんとつながり、手をたずさえて進んで

行きたいと思いますので、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 
 

以   上 
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ひょうご がん患者連絡会の活動概況を紹介します 
（2011年４、５月 活動分） 

事 務 局 
2011年４月 21日（木）：「がん対策推進計画の進捗状況と今後の取組み」に関して兵庫県当局と打ち合

わせた後、引続き第 11回運営委員会を開催しました。 
（１）兵庫県当局との打合せは、疾病対策課 田所課長、木山係長、及び医務課河原係長に参加いただ 
  き、ひょうごがん患者連絡会（以下、連絡会と略称）が重点課題とする７項目を中心に意見交換を

行なった。主な確認事項は次の通りである。 
  ① 連絡会の「市町がん検診受診率向上活動」に対して、県当局は引続きバックアップを行なうほ

か、市町に対する勧奨・支援活動も強化していく。 
  ② 県当局は５大がん地域連携パスについて、兵庫県がん診療連携協議会及び同幹事会の場で早期

運用の促進を図る。 
  ③ 在宅医療に関する諸問題については、個々に話し合っていく。 
  ④ その他、「県立こども病院建て替え計画」について説明があり、連絡会から「建て替えに関する

意見書」を提出することとした。 
（２）運営委員会の主な決定事項は次の通りである。 
  ① 2011年度の重点課題について討議し確認した。 
   ⅰ）前項確認事項のほか、次の事項に取組む。 
   ⅱ）「市町がん検診受診率向上活動」に関しては、「４１市町がん検診責任部署も参加する“兵庫 

県がん検診推進フォーラム”」の開催を検討する。 
   ⅲ）「相談支援センター利用状況・満足度調査結果」の活用、及び「（病院の）がん患者サロン」

設置への協力などを通じて、がん拠点病院相談支援センターとの連携を強化する。 
ⅳ）がん対策推進課題に対する実施主体の義務を規定した「兵庫県がん対策推進条例（仮称）」 
の制定について検討する。 

  ② 兵庫県健康増進課が作成検討中の「健康づくり推進条例」について、説明会を開くよう要請する。 
2011年５月 19日（木）：「第３回ひょうごがん患者連絡会定期総会」及び第 1回運営委員会を開催しま

した。 
（１）第3回ひょうごがん患者連絡会定期総会は、会員の大多数の方に参加いただき成功裏に閉会した。 
  ① 報告事項は原案通り承認された。 
  ② 2011 年度事業計画については、「他府県開催の研修会にも代表を派遣して連絡会の活動を強化

すると同時に、他府県患者会との連携も強化する」との補強意見を織り込んで、原案を修正し決

定した。 
    事業計画の内容については、本誌第１～３面の会長挨拶及び副会長の抱負記事を参照されたい。 
  ③ 2011年度役員、グループリーダーは、全員留任と決定した。 
（２）運営委員会では、前月決定の「健康づくり推進条例」説明会が予定通り開けなかったことから、 
次月の月例会、または、健康増進課の都合の良い日程での早期開催を目指すことを確認した。 

   
以   上 
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がん患者連絡会加入団体等の関係公開講座等の行事予定（2011年６月～８月） 
 

 
 

がん患者連絡会加入団体等の「がんサロン」予定（2011年６月～８月） 
 

主催(TEL)・会費・場所 テーマ・主な内容・講師 日  時 
ゆずりは明石「明石話そう会」 
（078-911-6761草野） 

無 料 
兵庫県立がんセンター 1階 

患者、家族の悩みを分ち合い 
前向いて生きる寄り添える会を 

  目指しています 
（時間内であれば参加ご自由です） 

・ ６月６日及び 20日（月） 
・ ７月４日（月） 
・ ８月１日及び 15日（月） 

10：00～12：00 
ゆずりは明石「明石楽しもう会」 
（078-911-6761草野） 

３００円 
明石市立保健センター３階 

6月：ラフターヨガ  植田弘一 氏 
７月：折鶴でリースを 福田福美子氏 
８月：歌声カフェ   宍戸真理子氏 
 

・ ６月８日（水） 
・ ７月 13日（水） 
・ ８月 10日（水） 

10：00～12：00 
ゆずりは明石「がん相談」 
（078-911-6761草野） 

無 料 
明石市立保健センター1階 

「がん」についての無料相談 
  相談員：ゆずりは明石会員の 
    看護師・保健師・がん体験者 

・ ６月 28日（火） 
・ ７月 26日（火） 
・ ８月 23日（火） 
   13：00～16：00 

ゆずりは「がんサロン」 
（078-976-5050） 
500円（茶菓子代） 

地下鉄伊川谷駅構内伊川谷工房 

お茶を飲みながら 
病や悩みについて自由に語り合います 
（時間内であれば参加ご自由です） 

・ ６月 14日（火） 
・ ７月 19日（火） 
・ ８月はお休みします 

13：30～15：30 
神戸医療ｾﾝﾀｰ「コスモスの会」 
（078-791-0111、内線 460） 

無 料 
神戸医療ｾﾝﾀｰ「がん相談支援室」 

・苦しみや悩みなどの気持を 
自由に語り合い支え合いましょう 

・情報の交換をして 
知識を高め合いましょう 

・ ６月 15日（水） 
・ ７月 20日（水） 
・ ８月 17日（水） 

14：00～16：00 
 

日時・場所 主催(TEL)・会費 テーマ・主な内容・講師 
６月５日（日） 

14：00～16：30 
臨床研究情報センター(TRI) 

NPO チャイルド・ケモ・ハウス 
(072-646-7073) 
 無  料 

・キックオフｼﾝﾎﾟ「“夢の病院”進捗報告」 
・パネルディスカッション 
「日本初の小児がん専門施設の役割」 

６月 11日（土） 
14：00～16：30 

兵庫県民会館 ３０４号室 

ゆずりは公開講座 
(078-976-5050) 

 一般 800円、学生 無料 

「抗がん剤を安心して使用するためには」 
   林山朝日診療所 

院 長   梁 勝 則 医師 
６月 12日（日） 

13：30～15：30 
但馬空港多目的ホール 

「がんと臨床検査」市民公開講座 
兵庫県臨床検査技師会 

(078-271-0255)無料 

・血液検査データからのアプローチ 
・超音波検査を用いた乳がん検査 
・がんと病理診断 

６月 18日（土） 
 14：00～16：30 
明石市生涯学習ｾﾝﾀｰ８階 

ゆずりは明石「公開ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ」 
（078-382-5830） 

  一般 700円、学生 500円 

「在宅医療を可能にするためには」 
・がんｾﾝﾀｰ担当課長、訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ代表 
 地域病院院長及び診療所院長 

６月 25日（土） 
13：00～15：00 

関西労災病院管理棟４階 

関西労災病院 市民公開講座 
関西労災病院経営企画課 

(06-6416-1221内 7192)無料 

「肺がん治療の最前線」 
・患者さんに優しい抗がん剤治療 
・患者さんに優しい胸腔鏡治療 

７月９日（土） 
14：00～16：30 

兵庫県民会館 ９０２号室 

ゆずりは公開講座 
(078-976-5050) 

   一般 800円、学生 無料 

「がんと栄養」 
   小野クリニック 

管理栄養士 小野裕美 氏 
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日  時 行事・会費 テ ー マ・講  師 場  所 
６月 16日（木） 
18：00～19：00 

「健康づくり条例」 
説明会 

兵庫県健康増進課 

19：00～21：00 第２回運営委員会 １、2011年度研修会計画(確認) 
２、重点課題への取組み方、ほか 

神戸クリスタ

ルタワー４階 
（予定） 

７月 21日（木） 
18：00～20：00 

第 1回 
フリートーキング会 

――――――― 

20：00～20：30 第２回運営委員会 ――――――― 

神戸クリスタ

ルタワー４階 
（予定） 

８月 18日（木） 
18：00～20：00 

第７回がん患者会 
 研修公開講座 

「兵庫県がん対策推進条例（仮称）」 
検討会 

20：00～20：30 第３回運営委員会 ――――――― 

兵庫県民会館 
（予定） 

編集後記                   事務局 田 村 美 生 夫 
東日本大震災では想定を超える大津波や、それに伴う原発大事故で多数の方々が被災さ

れました。被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに、犠牲になられた方に謹ん

でお悔やみを申し上げます。 
当連絡会の黒田裕子会長は、地震発生の翌日から宮城県の現地に入り、県対策本部から

各地の避難所のフォローを依頼されて、特に管理上問題が大きいと判断された県北 気仙

沼市の避難所のコーディネーターを務めております。 
 今回の広域大災害を踏まえて、政府ならびに各地方自治体は災害対策の見直しに入

りました。黒田会長の豊富な災害看護経験が災害対策の見直しに活かされることと思

います。 
 ひょうごがん患者連絡会は、全会員が問題意識を共有し協力し合って、多忙な黒田

会長を支えて兵庫県のがん対策推進に貢献したいと考えております。 
 行政、医療、その他の関係機関の皆様には、ご理解とご協力の程よろしくお願いい

たします。 

ひょうご がん患者連絡会行事予定（2011年６月～８月） 

ニューズレターの編集について 

このニューズレターは、４団体から応募いただいた編集委員による協議で編集し、会長の

査閲を経て発行しています。 
 ニューズレターは創刊以来、第 1,2面は各会員の持ちまわり執筆として奇数月に発行して
きました。今月号は定期総会特別号として、第 1、2 面に会長による今年度の活動抱負を掲
載しております。お目通し下さいますようお願いします。 
今年度からは、ニューズレターの内容を一新して“より幅広い内容”で、かつ“楽しく読

める内容”を目指し、寄稿文も組み合わせていくことにしました。みなさま方のご期待に添

いたいと願っております。各団体の会員のみなさま、および行政、医療、報道関係のみなさ

まからご意見などお聞かせいただきたく、よろしくお願いします。   （事 務 局） 
 

 

 


