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平成26年度における政策評価

政 策 コ ー ド 4 政  策  名

幹事部局コード 4 幹事部局名 健康福祉部

評価者・実施日

Ⅰ　政策の目標

Ⅱ　政策の推進状況

１　政策（戦略）の数値目標

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値

達成率

２　政策を構成する施策評価の結果

備考
年度

①

生活習慣病年齢調整死亡率（年
間）

245.6

●数値目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２２

98.9%－ 95.9% 97.3%

4-3 心の健康づくり・自殺予防対策の推進

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５

H20

237.6 235.2 232.8 230.5

229.1

100.6%

247.7 241.8 235.3

②

概ね順調

4-5 県民の公平な受診機会の確保 概ね順調

4-4 概ね順調医療提供体制の整備

政策評価調書

企画振興部長

○生活習慣病（がん、脳血管疾患、心疾患及び糖尿病）による人口10万人当たり年齢調整死亡率について、全国平
均値以下とすることを目指す。
○自殺による人口10万人当たり死亡率について、25年までに、現状より3.6ポイント減少させることを目指す。

平成26年10月31日

いのちと健康を守る安全・安心な社会づくり

自殺による人口10万人当たり死亡
率（年間）

37.1 35.2 34.6

H20

厚生労働省人口動態統計調査に
よる

達成度 －

4-2

－

33.5

33.1 32.3 27.6 26.5

126.4%

34.1

106.3% 107.1% 123.6%

ＡB B B

やや遅れている

○施策の数値目標である｢生活習慣病の年齢調整死亡率｣は平成22年以降減少、また、｢人口10万人当たりの自殺率｣
も平成21年以降減少しており、いずれも最終年度の目標を達成している。

施策コード 施　策　名

生活習慣病予防の推進 やや遅れている4-1

施策評価の結果

総合的ながん対策の推進

達成度   Ａ：「達成」   Ｂ：「一部達成」   Ｃ：「未達成」   Ｄ：「その他」 

37.1 38.1 

33.1 32.3 

27.6 26.5 

20

25

30

35

40

45

H２０ H２１ H２２ H２３ H２４ H２５ 

自殺による人口10万人当たり死亡率 

245.6 
242.9 

247.4 

241.8 

235.3 

229.1 

225

230

235

240

245

250

H２０ H２１ H２２ H２３ H２４ H２５ 

生活習慣病年齢調整死亡率（人口10万人当たり） 

（1/5）



３　政策を構成する施策評価の概要（推進状況及び課題）

　がん検診受診率向上のため、直接がん検診の受診を呼びかける「コール・リコールモデル事業」に取り組んだと
ころ、実施した全ての市町村で受診率が向上するなど、一定の成果が上がっている。
　また、がん放射線治療機器の整備やチーム医療の推進、患者同士の交流支援などにより、質の高いがん医療が提
供されたほか、医療従事者を対象としたより専門・実践的な研修等を実施し、緩和ケアチームの機能強化が図られ
るなど、総合的ながん対策の推進が図られている。
　しかしながら、「検診受診率」や「年齢調整死亡率」等の評価指標が目標に達しておらず、引き続き、取組を強
化していく必要があることから、施策全体としては「やや遅れている」と評価される。
　本県において死亡率が高い胃がんなどの消化器系のがんについては、検診の受診率向上のほか生活習慣病対策な
どの予防対策が重要である。
　また、がん死亡率の改善には、がんの早期発見・早期治療が重要であり、受診率向上に向けた、受診環境の整備
や受診啓発のさらなる強化を図る必要がある。
　さらに、緩和ケア体制についても整備を行い、患者やその家族の精神的な負担軽減に努めるなど、総合的ながん
対策の推進を更に強化する必要がある。

　自殺予防について、各保健所単位での自殺未遂者への支援、
「交流サロン」などによる高齢者の孤立防止策、働き盛り世代
に対する健康相談、民間団体・大学・市町村等との連携による
予防活動などにより、自殺者数が減少しており、一定の成果が
上がっている。
　評価指標である「人口１０万人当たり死亡率」は、１９年連
続で全国で最も高いものの、目標としては達成しており、自殺
者数についても４年連続で減少していることから、施策は「概
ね順調」と評価される。
　自殺者を更に減少させるため、庁内横断的な自殺予防対策を
強化するとともに、民・学・官が連携し、その原因となる幅広
い問題に適切に対応していくなど、引き続き、総合的な対策が
必要である。
　また、自殺者の中でも割合の高い高齢者やリスクの高い自殺
未遂者など、対象を絞り込んだ対策を強化するほか、自死遺族
に対する支援についても、更に充実を図る必要がある。

③　「心の健康づくり・自殺予防対策の推進」について

①　「生活習慣病予防の推進」について

②　「総合的ながん対策の推進」について

　食生活習慣改善のための新たな施策として、幼児を対象とした「うすあじ教室」を開催し、幼児及びその親世代
への減塩習慣形成に向けた取組が行われたほか、特定健康診査については、協会けんぽ秋田支部による健診結果の
提供等により、県との連携強化が図られるなど、施策は着実に進められている。
　しかしながら、特定健康診査の受診率の向上について十分な成果が現れておらず、また、依然として生活習慣病
による年齢調整死亡率が全国平均を上回っている状況にあることなどから、施策としては「やや遅れている」と評
価される。
　生活習慣病予防については、食生活習慣改善など、今までの取組を土台として、さらに効果が現れるよう、改善
意識の低い対象者層を中心とした事業の強化を検討するなど、積極的に施策を推進していく必要がある。
　また、特定健康診査の受診率向上のため、覚書を締結した協会けんぽから提供されるレセプトデータの分析及び
有効活用等により、県民の健康課題を明らかにし、引き続き、健康づくりに向けた取組を進めていく必要がある。
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Ⅲ　県民意識調査の結果

Ⅳ　政策を取り巻く社会経済情勢の変化

　平成２５年度に秋田大学に設置した「あきた医師総合支援センター」が主体となり、若手医師のキャリア形成が
進んだほか、女性医師への様々な支援も着実に行われている。
　また、平成２４年に運航を開始したドクターヘリによる、隣県との広域連携運航が進展している状況にあり、救
急・周産期医療体制の充実が図られている。
　さらに、大曲厚生医療センター及び湖東厚生病院が平成２６年度に開院するなど、地域の医療機能の強化が進め
られている。
　また、成果指標である「周産期死亡率」「救命救急センターに１時間以内に搬送可能な人口カバー率」ともに目
標を達成しており、施策全体として「概ね順調」と評価される。
　医師確保対策において、地域による診療科の偏在や、医師の秋田市集中という地域偏在の問題が解消されていな
いため、引き続き、医師確保に向けた総合的な取組の強化・充実を図る必要がある。
　また、今後は、団塊の世代が全て後期高齢者となる平成３７年（２０２５年）を見据えた医療提供体制の整備が
必要である。

　過疎地や無医地区の住民の受診機会の確保のため、巡回診療、医師派遣、へき地診療所の運営等に対する助成を
行っているほか、在宅医療支援に取り組む診療所等に対する診療機器等への助成を実施した。
　また、平成２６年度から「秋田県医療連携ネットワークシステム」が運用開始し、医療機関間の患者情報の伝達
（共有）や連携がスムーズになることなどから、施策全体としては「概ね順調」と評価される。
　本県の高齢化、過疎化の急速な進行を踏まえ、引き続き、ＩＣＴを活用した地域医療の連携など、在宅医療の充
実を図る必要がある。
　また、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、ケアマネージャー等、多職種の連携や、医療・介護連携拠点の整備促
進などによる在宅医療提供体制の構築を図るとともに、在宅医療に関する県民の理解を深めるための普及啓発を推
進する必要がある。

○医師確保のため、平成20年度より医学部入学定員が増員されており、22年度には過去最大の8,846名、さらに、
23年度についても77名の増員が認められ、入学定員は8,923名となっている。
○平成24年より、見直された｢がん対策推進基本計画｣に基づき総合的かつ計画的ながん対策が推進される。
○がん検診については、高齢化の進展により対象者の特性や人数に変化が生じているとともに、医師不足や検診機
器の老朽化により実施体制が弱体化した地域がある。
○緩和ケアについては、これまでの、治療の初期段階からの提供から、がんと診断されたときからの緩和ケアの提
供を行うことに考え方が進化している。
○平成18年より創設した秋田大学医学部地域枠医学生が平成24年3月から卒業し始めており、今後一定の期間、県
内での勤務が義務付けられている医師の輩出が継続的に見込まれる。
○女性医師が増加傾向にある（秋田大学医学部の女子学生　H21　40.8％→　H25　41.6％）
○本県の高齢化、過疎化の状況に改善の兆候は見られず、これまで同様、無医地区等への医療提供体制の確保が必
要。
○本県の自殺者の特徴である高齢者や働き盛り世代の割合が高いことに加え、最近は20～30代も増加傾向にある。

④　「医療提供体制の整備」について

⑤　「県民の公平な受診機会の確保」について

　「保健・医療サービス（安心医療秋田）」につ
いては、「十分である」が1.5％、「概ね十分であ
る」が13.5％となり、十分であると感じている人
は15.0％と少ない。「ふつう」の43.5％を合わせ
ると58.5％となり平成２５年度に比べ肯定的な意
見が1.1ポイント、平成２４年度とでは6.3ポイン
ト、平成２３年度とでは15.3ポイント増えてい
る。「不十分である」が9.3％、「やや不十分であ
る」が21.9％となり、不十分であると感じている
人は31.2％となり３割を超えている。
　各取組項目においては「がん検診やがん医療提
供体制整備等による総合的な対策」や「自殺防
止」に関する取組への評価が他の取組に比べて高
く、一方で「県による医師確保」や「救急医療・
妊娠や出産に関する医療」に関する取組への評価
が低い。
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Ⅴ　評　価

１　総合評価

●政策の推進状況

●課題と今後の推進方向

評価の内容評価結果

やや遅れている

○生活習慣病予防・がん対策を推進するため、関係機関との連携を強化し、ライフス
テージに対応した啓発活動に取り組むほか、がん受診環境の整備、受診勧奨・受診啓発
を一層強化するとともに、がん医療提供体制の充実や緩和ケア体制の整備等、総合的な
がん対策を推進する必要がある。
○自殺者を減少させるため、関係団体との連携を強化し、ネットワークによる予防対策
を推進するほか、普及啓発、相談体制の強化を図る必要がある。
○医師不足や地域偏在、診療科偏在が課題となっており、県民意識調査においても「県
による医師確保」に関する取組への評価が低いことから、その解消に向け、さらに取組
を強化する必要がある。
○本格的な超高齢化社会の到来に備え、県民が元気に安心して暮らしていくためには、
生活習慣病の予防と疾患の早期発見とともに、県民が等しく適切な医療を受けられる体
制づくりが重要であるほか、医療・介護・福祉が連携した包括的なケアシステムの構築
が必要である。

○生活習慣病予防・総合的ながん対策については、各種予防啓発活動やコール・リコー
ル事業等による受診勧奨の推進、中核的病院の診療機能の強化や医療従事者の育成支援
等により、中高年者のメタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少、がん検診受
診率の向上、がんによる年齢調整死亡率の改善が進んでいる。
○心の健康づくり・自殺予防対策については、普及啓発、相談体制の強化、全市町村で
の予防対策事業への支援、各保健所単位での自殺未遂者への支援、市町村や民間団体
等、地域が主体となった取組への支援等により、自殺者数が４年連続で減少している。
○医療提供体制の整備については、ドクターヘリの運航により、救急医療提供体制が強
化されたほか、医師確保に向け、修学資金貸与、秋田大学及び岩手医科大学への寄附口
座設置、女性医師相談窓口の開設等、着実に進んでいる。
○医療従事者の確保・育成支援により、在宅医療・看護の確保・充実に向けた事業が着
実に推進されているほか、へき地医療拠点病院への助成など、受診機会の確保が図られ
ている。
○政策の評価指標である「生活習慣病の年齢調整死亡率」と「自殺による人口10万人当
たり死亡率」については、減少傾向にあるものの、全国平均を上回っており、「がんに
よる75歳未満年齢調整死亡率」については、全国でも高い水準となっていること等か
ら、政策全体としては、やや遅れている状況にある。
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Ⅵ　評価結果の反映状況等（対応方針）

Ⅶ　政策評価委員会の意見

○各ライフステージに即した食生活改善の普及活動を引き続き推進するほか、協会けんぽと協力し、事業所に減塩
ポスター、チラシを配布することで、働き盛りへの啓発を強化する。また、特定健康診査については、医療保険者
等の関係団体と連携を図りながら、未受診者層（医療機関通院者、働き盛り男性等）に対する個別具体的な対策を
講ずるとともに、健診・レセプトデータ等を分析・活用し、地域の実態に即した効果的な健康づくりを推進する。
○総合的ながん対策として、予防・検診・医療に関する総合的なイベントや医療フォーラムの開催、中高生を対象
としたがん予防授業の実施など多様な普及啓発活動に取り組むほか、受診率向上のためにコール・リコールを市町
村と役割分担しながら協働して実施するとともに、検診方法の多様化・効率化などを図るため、関係者による検討
会を開催し、受診環境の整備について検討を進める。また、新たながん診療連携拠点病院等を中心とした質の高い
がん診療提供体制の整備を進めるとともに、患者やその家族の不安を支えるための緩和ケアや相談支援機能につい
て拠点病院等を中心にその充実を図る。
○今後さらに自殺者数を減少させるために、庁内の連携を取りつつ、市町村、民間団体の取組を支援しながら、地
域レベルでの対策を確実に推進するとともに、自殺者の中でも割合の高い高齢者、ハイリスクといわれる自殺未遂
者やその家族、自死遺族、若年者や働き盛り世代など、対象を絞り込んだ対策も併せて進める。
○救急医療や地域の中核的な病院の医療機能の充実などについては、国庫補助事業等により、厚生連病院の改築支
援や中核的な病院に対する各種支援などを行い、着実に推進していく。医師確保については、医師不足・偏在改善
計画に基づいて、医療機関、大学、市町村等と連携しながら総合的な対策に取り組むが、特に医師の地域偏在や診
療科偏在に対しては、あきた医師総合支援センターが中心となって、地域循環型キャリア形成システムを構築・運
営することにより解消を図る。
○在宅医療の充実については、これまで行ってきた訪問看護・在宅医療を提供する医療機関等に対する支援、ニー
ズに的確に対応した人材の確保・育成、多職種協働による医療・介護連携拠点の整備の促進に加え、新たに造成す
る地域医療介護総合確保基金を利用し、在宅医療を推進するための協議会の設置に対する支援や有床診療所への支
援を実施する。また、へき地医療については、現在の取組の検証や関係機関との検討を行い、各地域の実情に応じ
た医療の確保に努める。ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した医療連携については、運用を開始した「あきたハート
フルネット」の県内医療機関へのさらなる浸透に向けた取組を着実に実施する。
○高齢者等を地域で支える地域包括ケアシステムを早期に構築するため、医療・介護・福祉それぞれの機能強化を
図るとともに、行政と関係団体との協議の場の設定や多職種を対象とした合同研修会の開催など、各地域において
関係者が連携しやすい環境づくりを進める。
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