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浜松市がん対策推進計画進捗状況について 

 浜松市健康医療課 

１ 第２次浜松市がん対策推進計画の概要 

計画期間 平成３０(2018)年度～平成３５(2023)年度（６年間） 

目  的 浜松市におけるがん対策を推進するため、静岡県がん対策推進計画の下部計画として、

浜松市がん対策推進計画を策定 

基本理念 がんを知り、がんと向き合い、がんになっても安心して暮らせる地域社会を目指して 

施策の柱 (1)がんの予防・早期発見対策の推進 

(2)地域がん診療連携拠点病院を中心とした医療体制の充実 

(3)がんになっても安心して暮らせる地域社会の構築 

(4)将来に向けた基盤整備 

２ 第 2次計画の目標 

（１）がんの予防 

① 喫煙率 

平成23年度 平成28年度 
目標 

（平成3４年度） 

喫煙率（20～29歳） １６．４％ ４．２％  減少 

喫煙率（30歳以上） １６．０％ １０．１％  １０．０％ 

※市民アンケートによる集計 

（２）がんの早期発見 

①がん検診受診率 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
目標 

（平成35年度）

胃がん検診受診率 ２０．４％ １９．４％ ２１．０％ １９．８％ ２１．５％ ５０％以上 

肺がん検診受診率 ３１．１％ ２９．７％ ３１．３％ ２９．２％ ３１．４％ ５０％以上 

大腸がん検診受診率 ３３．６％ ３１．９％ ３４．１％ ２８．２％ ３０．２％ ５０％以上 

子宮頸がん検診受診率 ２６．８％ ３１．０％ ２４．５％ ２４．４％ ２３．５％ ５０％以上 

乳がん検診受診率 ２８．８％ ２７．３％ ３０．０％ ３０．２％ ３１．５％ ５０％以上 

※がん検診受診率  

本計画における対象者数は、全体の対象者のうち 40 歳から 69 歳まで（子宮頸がんについては、20歳から 69歳まで）とし、 

人口－（就業者数－農林水産業従事者数）で算出しています。

②がん精密検査受診率 

平成27年度 平成28年度  
目標 

（平成35年度） 

胃がん精密検査受診率 ７５．４％ ７８．３％  ９０％ 

肺がん精密検査受診率 ８５．７％ ８５．９％ ９０％ 

大腸がん精密検査受診率 ６２．０％ ６３．４％  ９０％ 

子宮頸がん精密検査受診率 － ８０．２％  ９０％ 

乳がん精密検査受診率 ８５．８％ ８６．７％  ９０％ 

※がん精密検査受診率 

本計画における対象者数は、がん検診で精密検査が必要と判定された方のうち 40 歳から 69 歳まで（子宮頸がんについては、 

20 歳から 69 歳まで）としています。

資料２
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（3） 医療機関の整備 

 ・4つの地域がん診療連携拠点病院については、平成27年度から４年間の指定更新を受けている。 

平成29年度 
目標 

（平成35年度） 

新しい国の指定要件を満たす地

域がん診療連携拠点病院数 
４病院※ ４病院 

※指定期間：平成27年４月１日～平成31年３月31日 

（４）相談支援・情報提供 

平成26年 平成27年 平成28年 
目標 

（平成35年度）

がん相談支援センター 

相談件数 
１３，１２８ １３，２５８ １５，９３２ ２０％増加 

（５）在宅療養環境 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 
目標 

（平成35年度）

がん患者の在宅死亡割合 １４．８％ １４．４％ １４．８％ １９．３％ 

（６）参考 

 がんの75歳未満年齢調整死亡率（人口10万人対）                （単位：人） 

平成22年 

（計画策定時）
平成25年 平成26年 平成２７年 

平成２８年 

（現状） 

目標 

（平成29年度）

全 国 ８４．３ ８０．１ ７９．０ ７８．０ ７６．１ ７３．９ 

静岡県 ８１．０ ７６．５ ７６．５ ７３．３ ７３．３  ６９．０ 

浜松市 ７４．７ ６９．１ ６９．0 ６5．５ ７１．６  ６５．１ 

※厚生労働省 人口動態統計より算出 

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年
総数 81.4 73.9 75.4 74.7 70.8 74.7 70.0 73.5 69.1 69.0 65.5 71.6
男 106.4 97.1 92.2 93.1 88.0 89.1 87.7 91.8 86.8 83.8 83.3 81.8
女 58.1 52.4 59.9 57.6 54.6 61.4 53.6 56.2 52.3 55.0 48.5 62.0
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３ がん対策推進計画の取り組み 

（１）がんの予防・早期発見対策の推進 

◆活動実績 

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度(計画) 

ア

が

ん

の

予

防

たばこ

対策の

推進 

呼吸器教室：4回 

1 コース82人 

防煙教室：21園 686人 

呼吸器教室：4回 

1 コース80人 

防煙教室：39園 1,079 人

呼吸器教室：4回 

1 コース94人 

防煙教室：35園 969人 

呼吸器教室：4回 

1 コース 延 80人 

防煙教室：４０園1,372

人 

呼吸器教室：4回 

1 コース 延８８人 

防煙教室：３３園1,442

人 

呼吸器教室：4回 

1 コース 延１００人 

防煙教室：５０園1,715

人 

食生活

改善の

推進 

はままつ食育発信店 

13店舗 

普及啓発人数2,732 人 

はままつ食育発信店 

41店舗 

普及啓発人数2,960 人 

はままつ食育発信店 

50店舗  

普及啓発人数4,882 人 

はままつ食育発信店 

５０店舗  

普及啓発人数4,955 人 

はままつ食育発信店 

６９店舗  

普及啓発人数６,730人 

はままつ食育発信店 

５5店舗  

普及啓発人数10,000 人 

その他

生活習

慣の改

善 

生活習慣病等の健康教育：

86回 6,783 人 

生活習慣病等の健康教育：

124回9,941人 

生活習慣病等の健康教育：

187回10,664 人 

生活習慣病等の健康教育：

221回 11,593 人 

生活習慣病健康教育 

201回 10,162 人 

生活習慣病健康教育 

205回 9,815 人 

ウイル

ス等へ

の感染

対策

肝炎ウイルス検診： 

無料券受診者13,395 人

／配布68,471 人

（19.6％） 

肝炎ウイルス検診： 

無料券受診者14,208 人

／配布68,633 人

（20.7％） 

肝炎ウイルス検診： 

無料券受診者13,186 人

／配布67,386 人

（19.6％） 

・肝炎ウイルス検診陽性者

に対し受診勧奨等のフォロ

ーアップを実施 

肝炎ウイルス検診： 

無料券受診者8,315 人／

配布51,928 人（16％）

・肝炎ウイルス検診陽性者

に対し受診勧奨等のフォロ

ーアップを実施 

肝炎ウイルス検診： 

無料券受診者8,480 人／

配布54,214 人（15.6％）

・肝炎ウイルス検診陽性者

に対し受診勧奨等のフォロ

ーアップを実施 

肝炎ウイルス検診無料受診

券配布数： 

配布 54,326 人 

・肝炎ウイルス検診陽性者

に対し受診勧奨等のフォロ

ーアップを実施 

イ

が

ん

の

早

期

発

見

がん検

診の受

診率向

上 

検診無料クーポン券による

受診者数 

・子宮頸がん6,582 人／

配布23,957 人（27.5％）

・乳がん6,535 人／ 

配布 26,615 人（24.6％）

・大腸がん6,819 人／ 

配布 54,784 人（12.4％）

検診無料クーポン券による

受診者数 

・子宮頸がん11,925 人／

配布62,749 人（19.0％）

・乳がん11,598 人／ 

配布 68,138 人（17.0％）

・大腸がん6,704 人／ 

配布 55,201 人（12.1％）

検診無料クーポン券による

受診者数 

・子宮頸がん2,500 人／

配布17,023 人（14.7％）

・乳がん4,605 人／ 

配布 21,834 人（21.1％）

・大腸がん6,596 人／ 

配布 54,437 人（12.1％）

検診無料クーポン券による

受診者数 

・子宮頸がん320人／ 

配布 3,620 人（8.8％） 

・乳がん1,933 人／ 

配布 5,582 人（34.6％）

検診無料クーポン券による

受診者数 

・子宮頸がん353人／ 

配布 3,640 人（9.7％） 

・乳がん1,655 人／ 

配布 5,443 人（30.4％）

検診無料クーポン券の配布

数 

・子宮頸がん 

配布 3,689 人 

・乳がん 

配布 5,179 人 

がん検診推進協定締結企業

11社 

がん検診推進協定締結企業

数12社 

がん検診推進協定締結企業

12社 

がん検診推進協定締結企業

13社 

がん検診推進協定締結企業

15社 

がん検診推進協定締結企業

15社 
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（２）地域がん診療連携拠点病院を中心とした医療体制の充実 

◆活動実績（北遠のがん対策） 

平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成２９年度 平成３０年度(計画) 

浜松医大 佐久間病院遠隔読影

実績：49件 

佐久間病院遠隔読影

実績：278件 

佐久間病院遠隔読影

実績：596件 

佐久間病院遠隔読影

実績：229件 

佐久間病院遠隔読影

実績：２８７件 

佐久間病院遠隔読影

継続 

浜松医療

センター 

佐久間病院へがん情報

コーナー（パンフレット

等の提供）設置 

佐久間病院へがん情報

コーナー（パンフレット

等の提供）設置 

佐久間病院へがん情報

コーナー（パンフレット

等の提供）設置 

佐久間病院へがん情報

コーナー（パンフレット

等の提供）設置 

佐久間病院へがん情報

コーナー（パンフレット

等の提供）設置 

佐久間病院へがん情報

コーナー（パンフレット

等の提供）設置 

佐久間病院への婦人科

非常勤医師の派遣

（受診者数：11人） 

佐久間病院への婦人科

非常勤医師の派遣

（受診者数：23人） 

佐久間病院への婦人科

非常勤医師の派遣

（受診者数：18人） 

佐久間病院への婦人科

非常勤医師の派遣

（受診者数計：9人） 

佐久間病院への婦人科

非常勤医師の派遣

（受診者数計：10人）

佐久間病院への婦人科

非常勤医師の派遣

聖隷浜松

病院 

  おでかけ医療相談開催 

相談者数：15人 

がん登録方法ならび近隣診療

施設との連携システムにおけ

る見学会 

日時：Ｈ28.8.12（火） 

がん登録勉強会の開催 

聖隷三方

原病院 

天竜区集団がん検診

受診者数：延5,376 人

天竜区集団がん検診 

受診者数：延4,501 人

天竜区集団がん検診 

受診者数：延3,858 人

天竜区集団がん検診 

受診者数：延3,522 名

天竜区集団がん検診 

受診者数：延3,293 名

天竜区集団がん検診 

水窪町 2 診療所に内科

（主に肝臓内科）医師1

名の派遣（4回／診療所

／2ヶ所／年） 

水窪町 2 診療所に内科

（主に肝臓内科）医師1

名の派遣（4回／診療所

／2ヶ所／年） 

水窪町 2 診療所に内科

（主に肝臓内科）医師1

名の派遣（4回／診療所

／2ヶ所／年） 

水窪町2診療所に内科

（主に肝臓内科）医師1

名の派遣（4回／診療所

／2ヶ所／年） 

 緩和ケア研修会 

（天竜医師会） 

緩和ケア研修会 

（天竜医師会） 

緩和ケア研修会 

（天竜医師会） 

市民公開

講座 

●浜松医療センター・ 

聖隷三方原病院

（水窪） 

「知って得する！胃が

んのお話」 

「肝がんの治療の現場

から伝えたいこと」 

参加者数：47名 

よろず相談：３名 

●浜松医大・ 

聖隷浜松病院 

（佐久間） 

「大腸がん」 

「がん治療を支えるお

口のケア～歯みがきで

口内炎予防～」 

参加者数：43名 

よろず相談：３名 

●浜松医療センター・ 

聖隷三方原病院

（春野） 

「これからも自分らし

く生きるために～ホス

ピス・緩和ケアとは～」

「がん検診について」 

参加者数：58名 

よろず相談：２名 

●浜松医大・ 

聖隷浜松病院 

（龍山） 

「胃癌について」 

「放射線治療ってどん

な感じ？」 

参加者数：41名 

よろず相談：２名 

●浜松医療センター・ 

聖隷三方原病院 

（水窪） 

「乳がんのやさしい基

礎知識」 

「がん検診について」 

参加者数：42名 

よろず相談：０名 

●浜松医大・ 

聖隷浜松病院 

（佐久間） 

「たばこと肺の病気」 

「前立腺がん」 
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（３）がんになっても安心して暮らせる地域社会の構築 

① 相談支援、情報提供体制の整備 

◆活動実績 

平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成２９年度 平成３０年度(計画) 

浜松医大  市民公開講座 

演題：「胃がんにならないた

めのピロリ菌対策の三本の

矢」 

参加者：59名 

市民公開講座 

演題：「肺癌になって困らな

いために」 

参加者：91名 

演題：「大腸癌の最新情報」 

参加者：89名 

演題：「高齢者の泌尿器癌に

対する治療の選択肢」 

参加者：87名 

市民公開講座 

演題：「ロボット支援下胃癌

手術」 

参加者：58名 

演題：「がんの放射線治療」

参加者：58名 

市民公開講座 

演題：「肝がんについて」 

参加者：82名 

演題：「肝がんについて」 

参加者：３８名 

市民公開講座 

演題：「肝がんにならないた

めのＢ型・Ｃ型肝炎につい

て」 

浜 松 医療

センター 

市民公開講座 

演題：「よくわかる！浜松医

療センターの最新医療～Ｑ

＆Ａライブ～」 

参加者：230名 

市民公開講座 

演題：「よくわかる！耳・鼻・

喉・口の病気」 

参加者：330名 

市民公開講座 

演題：「よくわかる！みんな

でささえるがん医療～あな

たが、肺がんといわれたら

～」 

参加者：280名 

市民公開講座 

演題：「よくわかる！緩和ケ

ア～がんになってもつらく

ない、困らない～」 

参加者：280名 

市民公開講座 

演題：「よくわかる！女性の

がん」 

参加者：200名 

市民公開講座 

演題：「がんと共に生きる

（仮）」 

聖 隷 浜松

病院 

遺族のつどい 

参加者：１２名 

夏休みこども探検隊 

参加者：５名 

遺族のつどい 

参加者：２２名 

夏休みこども探検隊 

参加者：１３名 

市民公開講座 

演題：「学ぼう！膀胱がん」 

参加者：64名 

遺族のつどい 

参加者：３１名 

夏休みこども探検隊 

参加者：１０名 

市民公開講座 

演題：「学ぼう！大腸がん」

参加者：106名 

演題：「学ぼう！血液がん」

参加者：88名 

演題：「学ぼう！肺がん」 

参加者：104名 

演題：「学ぼう！胃がん」 

参加者：87名 

遺族のつどい 

参加者：２７名 

夏休みこども探検隊 

参加者：１０名 

市民公開講座 

演題：「学ぼう！乳がん」 

参加者：９０名 

演題：「学ぼう！膵臓がん」 

参加者：１３２名 

演題：「学ぼう！脳腫瘍」 

参加者：10３名 

演題：「学ぼう！子宮頚がん」

参加者：７６名 

遺族のつどい 

参加者：４７名 

夏休みこども探検隊 

参加者：１１名 

市民公開講座 

演題：「学ぼう！希少がん」

参加者：９6名 

演題：「学ぼう！がんの腹腔

鏡手術（仮）」 

演題：「学ぼう！AYA世代の

がん（仮）」 

演題：「学ぼう！小児がん

（仮）」 

遺族のつどい 

夏休みこども探検隊 
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聖隷三方

原病院 

市民公開講座 

演題：「肝がんの治療の現場

から伝えたいこと」 

①8/17 参加者：48名 

②10/26参加者：47名 

③11/24参加者：160名 

市民公開講座 

演題：「ピロリ菌と胃がんの

お話」 

①9/20 参加者：32名 

②12/7 参加者：214名  

市民公開講座 

演題：「これからも自分らし

く生きるために～ホスピ

ス・緩和ケアとは～」 

①9/5参加者：66名  

②9/26 参加者：73名  

③11/29参加者：190名 

市民公開講座 

演題：「知っておきたい肺が

んのこと－進歩する診断・治

療－」 

①9/17 参加者：56名 

②11/27参加者：169名 

演題：「胃がんの診断と治療」

参加者：26名  

市民公開講座 

演題：「乳がんのやさしい基

礎知識－早期発見・治療でも

うだいじょうぶ！－」 

① ７/１参加者：42名 

② 9/23 参加者：50名 

③ 11/19 参加者：39名 

市民公開講座 

演題：「肺がんの診断と内科

的治療の進歩」 

① 9/22（予定） 

② 11/11（予定） 

浜松市 がん患者・家族のための在宅

療養と暮らしのガイド作成 

１，２００部 

がん患者・家族のための在宅

療養と暮らしのガイド配布 

１，２００部 

がん患者・家族のための在宅

療養と暮らしのガイド配布 

５００部 

がん患者・家族のための在宅

療養と暮らしのガイド配布 

５００部 

がん患者・家族のための在宅

療養と暮らしのガイド配布 

５００部 

がん患者・家族のための在宅

療養と暮らしのガイド配布 

５００部 

がんでご家族を亡くされた

方のつどい開催 

（回数：６回） 

がんでご家族を亡くされた

方のつどい開催 

（回数：６回） 

がんでご家族を亡くされた

方のつどい開催 

（回数：４回） 

がんでご家族を亡くされた

方のつどい開催 

（回数：４回） 

がんでご家族を亡くされた

方のつどい開催 

（回数：４回） 

がんでご家族を亡くされた

方のつどい開催 

日程：4/26 , 7/26 

10/25, 2/28 

がん患者さんを支えるご家

族、がんでご家族を亡くされ

た方の面接相談 

（5名、41回） 

がん患者さんを支えるご家

族、がんでご家族を亡くされ

た方の面接相談 

（4名、43回） 

がん患者さんを支えるご家

族、がんでご家族を亡くされ

た方の面接相談 

（7名、52回） 

がん患者さんを支えるご家

族、がんでご家族を亡くされ

た方の面接相談 

（6名、48回） 

がん患者さんを支えるご家

族、がんでご家族を亡くされ

た方の面接相談 

（11名、63回） 

がん患者さんを支えるご家

族、がんでご家族を亡くされ

た方の面接相談 

（予約制・不定期） 

② がん診療連携拠点病院による就労相談会 

●がん患者さんのための社会保険労務士による就労個別相談会。

平成25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成２９年度 平成３０年度（計画） 

浜松医大 
  回数：4回 

相談者数：11名 

回数：4回 

相談者数：11名 

回数：4回 

相談者数：5名 

日程：6/1,9/7 

     12/7,3/1 

浜松医療

センター 

回数：2回 

相談者数：2名 

回数：4回 

相談者数：7名 

回数：4回 

相談者数：6名 

回数：4回 

相談者数：9名 

回数：4回 

相談者数：7名 

日程：5/24, 8/23 

     11/22, 2/28 

聖隷浜松

病院 

 回数：2回 

相談者数：6名 

回数：4回 

相談者数：12名 

回数：4回 

相談者数：11名 

回数：4回 

相談者数：１１名 

日程：6/27, 9/26 

     12/26, 3/27 

聖隷三方

原病院 

 回数：1回 

相談者数：2名 

回数：5回 

相談者数：延5名 

回数：5回 

相談者数：延7名 

回数：4回 

相談者数：延6名 

日程：4/12, 7/12 

   10/11, 1/20 
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③ 行政サービスの適切な運用 

◆活動実績 

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
申請件数 668 740 767 834 895 885 933
平均所要日数 17.7 17.0 17.2 16.9 17.5 16.8 18.0
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がん末期被保険者の介護認定事務処理状況

・申請者数は年々増加しているが、介護認定までの所要日数は7年間を平均して17.3 日と推移している。 

④ 在宅での看取
み と

りを支える在宅療養の充実に向けた取り組み 

◆活動実績 

浜松市の医療及び介護連携連絡会 

各部会の活動内容（平成29年度） 

部会名 具体的な活動内容 

連携 

多職種連携に関する現状と課題アンケート実施 

認知症と精神疾患に関するアンケート実施 

病院の入退院相談窓口一覧表作成 

市民啓発 
知って得するお出かけ講座の開催（平成30年 2～3月 5回） 

広報はままつ12月号掲載「在宅医療という選択」 

研修 
各団体が実施している研修の把握。多職種連携研修会の事例準備・検討。 

研修部会事例検討会開催（H３０.2.1６ 参加者 84名） 

情報共有 地域包括ケアガイドブック作成 

平成 25年 9月 浜松市の医療及び介護連携連絡会の設置 

（医師、歯科医師、薬剤師、病院相談員、地域包括支援センター、訪問看護、

介護支援専門員、介護サービス事業者 20名） 

※年 1～2回開催、連携における課題等を協議 

平成 27年 12月 連携連絡会へ「部会の設置」を提案 

・検討すべき内容を分類し、4部会を設置 

・部会へは、委員本人又は委員が所属する組織から参加 

・各部会の人数は10人程度、開催は年4回 

平成 28年 4月 部会の活動開始 


