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政策評価（平成28年度）

元気な長寿社会を実現する健康・医療・福祉戦略

健康福祉部

企画振興部長 平成28年8月31日

Ⅱ 政策の推進状況

１ 数値目標及びその達成状況

※達成度の判定基準

政策評価調書

4

Ⅰ 政策の目標(目指す姿)

県民一人ひとりの健康寿命を延ばし、「元気にとしょる」健康長寿社会を実現する。
また、医療や介護が必要となったときには、安心してサービスを受けられる体制を構築し、高齢者や障害者など、

誰もが住み慣れた地域で暮らしていける社会を実現する。

●各施策の代表指標
基準値 年度

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
直近の
達成率

達成度
年度

政策名

評価者 実施日

幹事部局名政策コード

4-1①

脳血管疾患による人口10万
人当たり年齢調整死亡率

43.4 目標 41.4 40.3 39.3 38.3

出典：厚生労働省「人口動態統計」

106.1% AH24 実績 41.3 38.5 38.0

単位：人 達成率 107.5% 106.1%

4-1②

がんによる人口10万人当たり
75歳未満年齢調整死亡率

89.0 目標 80.9 76.8 74.9 73.0

出典：厚生労働省「人口動態統計」

93.5% BH24 実績 88.2 86.5

単位：人 達成率 93.5%

4-2①
病院の勤務医師数

1,305 目標 1,343 1,357 1,372 1,393

出典：医師の充足状況調査
96.6% BH24 実績 1,274 1,313 1,311

単位：人 達成率 97.8% 96.6%

4-3①
健康寿命

男 70.46
女 73.99 目標 - - -

平均寿命の伸びを上
回る健康寿命の延伸

出典：厚生労働省の国民生活基礎調査をもとに算
出した「日常生活に制限のない期間の平均」

H22 実績
男 70.71
女 75.43

単位：年 達成率

4-4①

自殺による人口10万人当たり
死亡率

27.6 目標 26.5 26.0 25.5 25.0

出典：厚生労働省人口動態統計調査

101.2% AH24 実績 26.5 26.0 25.7

単位：人 達成率 101.9% 101.2%
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実績

達成率

目標

実績
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政策の達成状況
※該当項目を囲む

Ａ：100％以上 Ｂ：80％以上100％未満 Ｃ：60％以上80％未満 Ｄ：60％未満
達成

※政策の達成状況の基準
「達成」 ： 施策の全ての数値目標の達成率が１００％以上の場合
「一部達成」 ： 施策の数値目標のうち、達成率１００％未満のものが１つでもある場合

ただし、「未達成」の場合を除く
「未達成」 ： 施策の全ての数値目標の達成率が１００％未満の場合

一部達成

未達成



２ 政策を構成する施策評価の結果

３ 施策評価の概要

4-1 元気で長生きできる健康づくりの推進

4-2 いのちと健康を守る医療提供体制の充実強化

4-3 高齢者や障害者等を地域で支える体制づくり

4-4 民・学・官一体となった総合的な自殺予防対策の推進

施策コード 施 策 名 施策評価の結果

４－１ 元気で長生きできる健康づくりの推進 やや遅れている

４－２ いのちと健康を守る医療提供体制の充実強化 概ね順調

４－３ 高齢者や障害者等を地域で支える体制づくり 概ね順調

４－４ 民・学・官一体となった総合的な自殺予防対策の推進 やや遅れている

生活習慣病の予防対策については、関連指標である「特定健康診査実施率」の向上のため、経営者への特定健診への導入を
促すための３者連名通知の発送など、対象に応じた対策を講じており、評価指標である「脳血管疾患による人口10万人当たり
年齢調整死亡率」についても目標値以上に低下している。
総合的ながん対策については、がん発症の大きな要因である受動喫煙を防ぐため「秋田県受動喫煙防止対策ガイドライン」

を策定したほか、がん検診の受診率向上と検診体制の充実を目途に平成26年度から全市町村で実施しているコール・リコール
の平準化と質の向上を図るとともに、北秋田市民病院の平成30年度における地域がん診療病院の指定に向けた支援を行った。
各取組により長期的には改善に向けた動きはあるものの、評価指標である「がんによる年齢調整死亡率」の目標達成は厳しい
状況であり、「がん検診受診率」の目標達成も最終的な目標値である５０％と大きな乖離が見られる。
以上のことから、施策全体としては「やや遅れている」と評価される。

地域の中核的な病院等の機能強化として脳血管研究センターにおいて循環器疾患分野の機能強化に加え新病棟の増築事業に
着手したほか、医療機関相互の連携の充実として、地域における病床機能の分化及び連携を推進するため、「秋田県地域医療
構想」の平成28年度中の策定に向けて現状と課題等を検討するなど、安全で質の高い医療体制の整備が着実に推進されてい
る。
また、県内公的病院等での勤務を条件とする修学資金の貸付や「秋田県臨床研修協議会」による県内外での病院説明会の開

催等により、平成28年度から県内で初期臨床研修を開始する医師が過去最高の84人となったほか、評価指標である「病院の勤
務医師数」が、ほぼ目標を達成している。
以上のことから、施策は「概ね順調」と評価される。

地域包括ケアシステムの構築については、「秋田県医療・介護・福祉連携促進協議会」において分野間での情報共有等を進
めた結果、ケアマネージャーと歯科医師との連携した取組が実施されたほか、各地域振興局単位での「連携促進協議会」の開
催や市町村・地域包括支援センター職員を対象とした研修会の実施により、市町村における多職種連携の取組を支援した。
認知症対策として、県内で２か所目となる認知症疾患医療センターを秋田市に設置したほか、「秋田県認知症施策推進ネッ

トワーク会議」を立ち上げ、県が取り組むべき認知症施策について検討を進めた。また、市町村や民間企業などとともに認知
症サポーターの養成に努めた。
このほか、障害者の地域生活支援体制の強化については、障害者の職業生活における自立を図るため、県内７か所目となる

障害者就業・生活支援センターの横手圏域への新たな設置に加え、北秋田市へ８か所目の設置に取り組む等したほか、ひきこ
もり対策の推進として県北・県南地域における巡回相談を実施した。
以上のことから、施策は「概ね順調」と評価される。

県民に対する普及啓発と相談体制の充実強化として、年３回の街頭キャンペーンの実施や、講師派遣事業の実施による県民
への啓発活動のほか、メンタルヘルスサポーター養成講座やゲートキーパー養成講座等の開催により、地域における自殺予防
に取り組む人材の育成に努めた。
また、うつ病への対策や自殺未遂者支援に取り組んだほか、市町村・大学・民間団体による自殺予防対策の取組への支援を

行い、相談事業、人材養成、普及啓発等が各地域で実施され、きめ細かな自殺予防対策が全県で実施された。
しかしながら、評価指標である「人口１０万人当たり死亡率」の平成２７年実績（概数）は目標を達成しているものの、再

び全国最下位となった。
以上のことにより、施策は「やや遅れている」と評価される。



Ⅲ 県民意識調査の結果

調査年度

肯定的意見

十分である

概ね十分である

ふつう

否定的意見

やや不十分である

不十分である

わからない・無回答

調査結果の認識、取組項目の状況

Ⅳ 政策を取り巻く社会経済情勢の変化

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 前年比

充
実
度

11.8 12.9 1.1

2.0 2.0 0.0

9.8 10.9 1.1

41.1 38.4 ▲ 2.7

35.9 32.8 ▲ 3.1

22.9 21.4 ▲ 1.5

13.0 11.4 ▲ 1.6

11.1 15.7 4.6

全体では、「十分である」が2.0％、「概ね十分である」が10.9％となり、「ふつう」の38.4％を合わせると肯定的に感じて
いる人は51.3％と他の取組に比べると高くなっている。「不十分である」が11.4％、「やや不十分である」が21.4％と、合わ
せて32.8％が不十分であると感じている。「わからない・無回答」は15.7％となっている。
施策別では、肯定的に感じている人の割合は、「元気で長生きできる健康づくりの推進」が67.9％と最も高くなっているほ

か、他の施策も、いずれも50～40％台となっている。

○医師確保のため、平成20年度より全国の医学部入学定員が増員されており、平成28年度においては過去最高の
9,262名となっている。
○県内での勤務が義務付けられている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、医師の確保が見込まれる。
○県内の女性医師の割合が増加傾向にある（医師・歯科医師・薬剤師調査 H24 16.0% → H26 16.9%）。
○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
要である。また、団塊の世代が全て75歳以上となる2025年に向けた医療提供体制の整備のため、病床機能の分化・
連携、在宅医療の充実を推進していくことが必要である。
○平成26年度に、消費税増収分を財源とした「地域医療介護総合確保基金」が創設され、当該基金を活用して、地
域における医療及び介護の総合的な確保を図るための事業の実施に向けた県計画を策定した。
○平成27年1月に国家戦略として、認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて、新オレンジプランが策定され
た。高齢化率が全国一である本県では、総合的な認知症施策を推進していくことが必要である。
○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。
○国では、2020年の東京五輪・パラリンピックに向け、受動喫煙防止対策の強化のためのたたき台を公表し、平成
29年の通常国会への新法案の提出を目指している。



Ⅴ 評 価

Ⅵ 評価結果の反映状況（対応方針）

総合評価 概ね順調

評価理由

○生活習慣病の予防については、受診率が伸び悩んでいる特定健診の向上に向けた取組
等を行っているほか、脳血管疾患の年齢調整死亡率の改善について目標値以上に低下し
ている。総合的ながん対策については、全市町村で実施しているコール・リコールの平
準化と質の向上等によるがん検診の受診率向上と検診体制の充実を進めたものの、がん
による75歳未満年齢調整死亡率の改善は遅れている。
○地域の中核的な病院等の機能強化として脳血管研究センターの循環器疾患分野の機能
強化に加え、新病棟の増築事業に着手したほか、患者の診療情報を地域の中核的医療機
関同士で共有利用する「秋田県医療連携ネットワークシステム」への参加を支援し、Ｉ
ＣＴを活用した医療機関相互の連携を図るなど、安全で質の高い医療体制の整備が着実
に推進されている。また、「秋田県臨床研修協議会」による県内外での病院説明会の開
催等により、平成28年度から県内で初期臨床研修を開始する医師が過去最高の84人と
なった。
○高齢者の健康対策については、地域包括ケアシステム構築に向けて市町村における多
職種連携の取組を支援したほか、県内２か所目となる認知症疾患医療センターを秋田市
に設置するなど高齢者に対する支援体制が進んでいる。また、障害者の地域生活支援に
ついても障害者就業・生活支援センターの県内８障害保健福祉圏域への設置に取り組む
等支援の充実を図っている。
○自殺予防対策については、民・学・官一体となった普及啓発と相談体制の充実強化、
ゲートキーパー等地域における自殺予防に取り組む人材の育成に努めたことなどによ
り、自殺死亡率は６年連続で減少し、目標を達成したものの、再び全国最下位となっ
た。
○政策の評価指標については、目標を達成しているか、ほぼ目標を達成していることな
どから、政策は「概ね順調」に進んでいる状況にある。

○課題

○胃がん、大腸がん等消化器系のがんや肺がんの死亡率については、全国でも上位にあるほか、がん検診受診率に
ついてもどの部位も伸び悩んでいる。
○「秋田県地域医療構想」策定後の病床機能の分化・連携などについては医療機関等関係者と協議し、取組を進め
る必要がある。医師数については、初期臨床研修医等若手医師を中心に増加してきているが、未だ医師不足は深刻
であり、地域偏在と診療科偏在も課題となっている。
○地域包括ケアシステムの構築については地域の医療・介護資源等の状況により、進捗状況が異なっていることか
ら、中心的な役割を担う市町村への支援が必要である。また、今後も増加が見込まれる認知症患者や、障害者の地
域生活支援、ひきこもり対策等についても継続して取り組む必要がある。併せて、介護人材確保についても引き続
き総合的に取り組む必要がある。
○自殺対策については、自殺者数は減少しているものの、全国平均に比べ自殺死亡率の減少幅は鈍化してきている
ことから、改めて自殺対策の重要性が県民に理解されること、また多くの県民がその対策に関心を持つような取組
が必要となっている。

○がんの大きな発症要因であるたばこについて、受動喫煙防止対策ガイドラインに基づく施策を推進していくほ
か、がん予防にもつながる生活習慣の改善に向けて、地域に根ざした健康づくりボランティアの協力を得ながら、
全県的な運動として食生活改善意識の醸成を図っていく。また、がん検診受診率の向上については、関係団体と一
体となって検診受診の普及啓発に取り組むとともに、より効果的な検診体制及び支援策を進めていく。
○地域医療構想の実現に向け、医療機関等関係者との協議を行いながら、病床機能の分化・連携を進めていくとと
もに、在宅医療の充実、医療従事者の確保・養成に取り組んでいく。特に、医師の確保・養成については、医師不
足・偏在改善計画に基づいて、地域枠等の医学生に対する修学資金の貸与や、大学と地域の病院を循環しながら
キャリア形成する体制の推進、女性医師への支援などの医師確保対策を総合的に進めていく。
○地域包括ケアシステムの構築については、全県・地域レベルの医療・介護・福祉関連団体との連携強化を図ると
ともに、各地域における取組が一層進むよう、市町村等の取組を支援していく。また、認知症対策については、早
期診断・早期対応の体制づくりを強化し、併せて県民への更なる普及啓発などにより地域における支援体制の充実
を図る。ひきこもり対策については、巡回相談の充実などにより支援環境の整備を進める。介護人材の確保につい
ては、就労環境の整備に向け、認証評価制度の導入等により介護業界全体のレベルアップ・ボトムアップを図って
いく。
○県の自殺対策の方針を県民に明確にするため、秋田県自殺対策計画を策定し、民・学・官による総合的な自殺対
策を強化していくとともに、地域自殺対策推進センターを設置し、市町村や民間団体の取組を支援していく。ま
た、ゲートキーパーなど悩みを抱えている人の身近で支援できる人材の養成に力を入れ、きめ細かな取組を進めて
いく。



○政策評価委員会意見

自己評価の「概ね順調」をもって妥当とする。


