
熊谷市がん対策推進計画（案）に対する意見及び市の考え方 

 

 

１ 意見募集期間 

  令和３年１月２２日（金曜日）から令和３年２月１７日（水曜日）まで 

 

２ 意見の提出者数及び意見の件数 

  提出者数   ２名 

  意見の件数 １３件 

 

３ 意見の概要及び市の考え方 

該当箇所 意見の概要 市の考え方 

第１章 計

画策定にあ

たって 

４ 計画策

定の体制 

(1) 熊谷 

市がん対策

推進計画策

定委員会 

Ｐ９ 

 がん対策に関係する各課の

代表者が参画し、とあるが、各

課の名称を入れた方が良いの

ではと考えます。また庁舎内だ

けでなく、この時点で、外部有

識者からの意見を聞いた方が

良いと考えます。有識者からの

助言はいただいていますか。 

がん対策に関係する各課の

名称は、巻末の資料編に一覧

にて掲載する予定となってお

ります。 

有識者からの意見は、作業

部会及び策定委員会等による

計画案の検討後に、熊谷市医

師会・熊谷市歯科医師会・熊

谷薬剤師会・ＮＰＯ法人くま

がやピンクリボンの会から御

意見、御提言をいただきまし

た。 

策定委員会の時点で有識者

から意見聴取することについ

ては、次回策定時の参考意見

として伺います。 

第２章 熊

谷市のがん

を取り巻く

現状 

（次頁に続

く） 

平成２８年と令和２年の人数

を入れた方がわかりやすいの

では。 

御意見のとおり、平成２８

年と令和２年の数字を追加す

るよう検討してまいります。 



（前頁続き） 

１ 人口の

推移 

(1) 人口 

の推移 

図表１ 

Ｐ１３ 

第２章 熊

谷市のがん

を取り巻く

現状 

２ 死亡者

数の推移 

(2) 死因 

別死亡者数

の推移 

図表４ 

Ｐ１６ 

 折れ線グラフの下の説明順

を数字の多い順に③肺炎、④脳

血管疾患に変えた方がわかり

やすいのでは。また心疾患と肺

炎は記号を大きくした方がわ

かりやすいのでは。 

御意見のとおり、折れ線グ

ラフの凡例の順の変更及び記

号をわかりやすいように検討

してまいります。 

第２章 熊

谷市のがん

を取り巻く

現状 

３ がんに

よる死亡の

状況 

(1) がん 

による死亡

の状況 

ア がんに

よる死亡者

数及び割合 

図表５ 

Ｐ１７ 

図表５にも％を入れた方が

わかりやすいのでは。 

 御意見のとおり、割合につ

いても表に追加するよう検討

してまいります。 



第３章  計

画の基本方

針 

２  基本方

針 

(1) がん 

予防の推進 

Ｐ３１ 

 良好な口腔内環境について、

Ｐ３３に加入するなど強調す

る。 

 良好な口腔内環境について

は、Ｐ３３の表内１がん予防

の推進 (2)生活習慣の改善の

推進の項目において、口腔内

環境も生活習慣のひとつとの

考えの下、記載しております

ことから、原案のとおりとさ

せていただきます。 

第３章  計

画の基本方

針 

２  基本方

針 

(4) がん患

者や家族へ

の支援 

Ｐ３２ 

 ＡＹＡ世代について、簡単な

説明を入れ、なおかつ（参照 

Ｐ５５）などを入れる。また相

談できる窓口について、どこ

か、説明があるのかも入れる。 

 御意見のとおり、ＡＹＡ世

代の説明について追加を検討

してまいります。 

 相談窓口については、他の

がん患者と同様に熊谷保健セ

ンターによる健康相談におい

て、相談の受付を行っており、

Ｐ５０取組(1)相談支援、情報

提供ア相談支援体制の活用の

項目において「熊谷保健セン

ターによる健康相談におい

て、がん患者や家族等のがん

に関する相談を受け付けてい

きます。また、必要に応じて

がん相談支援センター等がん

患者相談支援機関等に関する

情報提供を行っていきます。」

を記載しております。御指摘

の提案内容を包含するもので

ありますことから、原案のと

おりとさせていただきます。 



第４章 施

策の展開 

１ がん予

防の推進 

基本的な考

え方 

Ｐ３９ 

 本文７行目の「食塩摂取量の

多い男性のグループでは胃が

んのリスクが高いこと」につい

て、胃がん患者の９８％はヘリ

コバクター・ピロリ菌に感染し

ている。ヘリコバクター・ピロ

リ菌陰性の場合の胃がん患者

は０．６６％である。 

 「ヘリコバクター・ピロリ菌

に感染している人で食塩摂取

量の多い人は胃がんのリスク

が高い」というのなら理解でき  

る。 

胃がんの発生要因として

は、ヘリコバクター・ピロリ

菌の感染、喫煙があり、その

他に、食塩・高塩分食品の摂

取が、胃がんを発生する危険

性を高めることが報告されて

います。 

ヘリコバクター・ピロリ菌

については、Ｐ４０の「感染

への対策」で胃がんとの関連

を掲載し、Ｐ３９に関しては、

食生活に焦点を置いた内容と

したいため、原案どおりとさ

せていただきます。 

第４章 施

策の展開 

１ がん予

防の推進 

基本的な考

え方 

Ｐ４０ 

 ウイルス等の感染に起因す

るがん予防の啓発パンフレッ

トはあるのか。ウイルスや細菌

の表が載っているが、これだけ

ではどのようなウイルスなの

か分かりづらい。 

 

 

 

子宮頸がんに関しては、令

和２年に中学１年生から高校

１年生を対象に「子宮頸がん

ワクチンリーフレット」を送

付し、同じリーフレットをホ

ームページ上でも見ることが

できます。 

本文では、ウイルスや細菌

の一般的な説明とし、資料編

の用語解説にて御意見のとお

りウイルスや細菌の詳しい説

明を追加するよう検討してま

いります。 



第４章 施

策の展開 

１ がん予

防の推進 

取組 

Ｐ４２ 

 ピロリ菌と胃がんについて

の記載があっても良いと思う。 

Ｐ４２ (3)ウイルス等の感

染に起因するがん予防の啓発 

アがん発症関連ウイルス対策

の情報発信の項目において、

ヘリコバクター・ピロリ菌を

含むウイルスや細菌について

「ウイルスや細菌の感染から

がんへ進行することを防ぐた

め、正しい知識の普及を推進

していきます。」を記載してお

ります。御指摘の提案内容を

包含するものでありますこと

から、原案のとおりとさせて

いただきます。 

第４章 施

策の展開 

１ がん予

防の推進 

取組 

(3) ウイル

ス等の感染

に起因する

がん予防の

啓発 

イ 肝炎ウ

イルス検診

の実施 

Ｐ４２ 

肝炎ウイルス検診の実施に

ついて 

肝炎ウイルスに関しては、献

血における感染が問題視され

てきたが、現在の日本赤十字社

の献血献体に関しては、肝炎ウ

イルス検査は充実しており、輸

血における感染は制御されて

いる。Ｂ型肝炎は現在、性病と

して扱われいる。この現状を考

えると血液製剤の使用（輸血、

新鮮凍結血漿、γグロブリン製

剤等）献血により作成される製

剤使用の有無で対象者を絞り

込むことが必要では。 

 

 

 

 肝炎ウイルス検査は職域検

診、出産・手術前等に行われ

る検査の一つとして受け入れ

ている場合があります。市で

は健康増進法に基づいて、症

状のない、特定の年齢の方を

対象に行っていますが、御指

摘いただいた点につきまして

は、今後、国、県の動向に注

視しながら検討してまいりま

す。 



第４章  施

策の展開 

２  がんの

早期発見に

向けた取組

の推進 

基本的な考

え方 

(5) が ん 予

防重点健康

教育及びが

ん検診実施

のための指

針 

Ｐ４５ 

 胃がん検診が対象者５０歳

以上２年に１回だが、ピロリ菌

感染のない人にこの検診は必

要か。かなりの苦痛を伴う割に

意義がないのでは。ピロリ菌検

査の方が有効であると思われ

る。 

この件に関しては、すぐの対

応が難しいかと思うので、次の

課題になると思う。 

 ５０歳以上２年に１回は、

国の指針に基づいて行ってい

ます。  

令和２年３月に「がん検診

の在り方に関する検討会」に

おける議論の中間整理におい

て、ヘリコバクターピロリ菌

の検査は、死亡率減少という

利益が明らかにされておら

ず、検査の偽陽性や偶発症、

過剰診断等の不利益が、利益

を上回る可能性が否定できな

いものとして評価されている

ため、現段階での導入は、難

しいと考えています。 

しかしながら、ＡＭＥＤ（国

立研究開発法人日本医療研究

開発機構）において、ヘリコ

バクターピロリ感染等を踏ま

えた個人のリスクに応じた検

診プログラムに関する研究等

が実施されている段階である

ことから、今後も研究機関の

知見や国の動向等を注視して

いきたいと考えております。 

第４章  施

策の展開 

３  がんに

関 す る 教

育・啓発の推

進 

Ｐ４８ 

 女性特有のがんについて、妊

娠中の人への禁煙について、入

れる。 

 

 

 

 

 

 Ｐ４１取組(1) 喫煙による

健康被害防止対策の推進ウ 

妊婦に関する影響の啓発の項

目において、妊娠中の人への

禁煙について「妊婦の喫煙を

なくすための啓発をしていき

ます。」を記載しております。 

（次頁に続く） 



（前項続き） 

御指摘の提案内容を包含する

ものでありますことから、原

案のとおりとさせていただき

ます。 

第４章  施

策の展開 

４  がん患

者や家族へ

の支援 

Ｐ５０ 

 Ｐ３２同様、ＡＹＡ世代につ

いて、簡単な説明を入れ、なお

かつ（参照Ｐ５５）などを入れ

る。 

 御意見のとおり、ＡＹＡ世

代の説明について追加を検討

してまいります。 

 


