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平成25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

Ｈ21実績値
242.9

98.9%－ 96.0% 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

247.4 241.8 235.3

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 やや遅れている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25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

Ｈ21実績値
38.1

33.1 32.3 27.6

34.1

106.3% 107.1% 123.6%

B B B

やや遅れている

○｢生活習慣病の年齢調整死亡率｣は平成22年度に一時増加したものの減少傾向にある。また、平成24年の自殺者数
は293人と32年ぶりに300人を下回り、｢人口10万人当たりの自殺率｣も平成21年から３年連続で減少しており目標は
達成しているものの、全国と比較すると依然として高い値となっている。

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

33.5

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

H25目標

245.6

242.9

247.4

241.8

235.3

230.5
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）

H25目標

（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）

がん検診受診率の向上のため、秋田県がん検診推進協議会を中心とした活動により、検診の必要性に係る啓発が
進められており、県独自の胃がん検診無料クーポン券の配布やコール・リコール事業が一定の成果を上げている。

また、がん診療連携拠点病院等の指定、放射線治療機器の整備支援のほか、緩和ケア研修修了者についても増加
しており、がん医療の均てん化も進んでいる。

しかし、「検診受診率」や「緩和ケアの基本的知識の習得のための研修会を修了した医療従事者数」等の評価指
標は目標に達成しておらず、引き続き取組を強化する必要があることから、政策全体としては「やや遅れている」
と評価される。

本県の特徴である消化器系のがんについては、生活習慣が定着する前の若年者及びその親世代に対し、生活習慣
の改善についての啓発を強化することが、がん予防を効果的に進めるために必要である。

また、がんの早期発見・早期治療のためには、がん検診受診率の向上を図ることが重要であり、受診環境の整備
や受診啓発の取組を強化するとともに、がん医療提供体制の充実や緩和ケア体制の整備を含めた、総合的ながん対
策を推進する必要がある。

地域における自殺予防に関する情報や理解の普及啓発、相談
支援体制の充実、うつ病の早期発見・治療、市町村・民間団体
等との連携による予防活動の推進など、総合的な対策が進めら
れている。

「人口10万人当たり死亡率」は、18年連続で全国で最も高い
ものの、自殺者数は3年連続で減少し、評価指標の目標につい
ても達成していることから、確実に効果は現れており、施策は
「概ね順調」と評価される。

自殺者数をさらに減少させるため、すべての世代における自
殺者数の減少を目標に、各部局との連携した取組を強化すると
ともに、民間団体や市町村とも協調し、その原因である幅広い
問題に対応していく必要がある。

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、対象を絞り込んだ効果的な対策のほか、自死遺族
に対する支援についても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

生活習慣病予防対策の推進については、減塩などの食生活改善や特定健康診査の受診意識向上のための様々な啓
発活動を行っているが、塩分摂取量の減少や特定健康診査の受診率の向上など、その効果については、十分現れて
いない状況にある。このため、施策としては「やや遅れている」と評価される。

食生活の改善については、食生活改善推進員を中心に、予防意識の低い県民層に対する啓発活動を重点的に行う
など、意識改革のための効果的な施策を検討する必要がある。

また、特定健康診査の受診率向上についても、関係団体と連携を図りながら、伸び悩んでいる市町村国保や協会
けんぽに対象を絞った取組を進めるなど、課題解決のための施策を検討する必要がある。
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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24年よりドクターヘリの本格運航がスタートしたことから、救急医療提供体制の充実・強化が図られた。ま
た、仙北組合総合病院及び湖東総合病院が工事着工し、平成26年度に開院予定であることなどから、地域の中核的
な病院の医療機能の強化が図られつつある。

しかし、医師確保対策については、修学資金の貸与や秋田大学及び岩手医科大学に寄附講座を開設するなど、各
種施策を実施しており、医師数は増加傾向にあるものの、医師不足の解消には至っておらず、医師の地域及び診療
科偏在は依然として解消されていない状況にある。このことから、施策全体としては「やや遅れている」と評価さ
れる。

平成24年度に策定した「医師不足・偏在改善計画」に基づき、平成25年県と秋田大学が共同で設置した「あきた
医師総合支援センター」が、若手医師や女性医師に対し支援するなど、医師不足や医師の地域及び診療科偏在の解
消に向けた総合的な取組を強化する必要がある。

巡回診療や医師派遣、へき地診療所の運営等に対する助成や在宅医療の充実のための研修を実施し、過疎地や無
医地区の住民の受診機会の確保に努めている。また、ＩＣＴを活用した、地域医療連携や訪問看護等のシステム構
築に向けた実証試験を行っており、今後の効果が期待されることから、施策全体としては「概ね順調」と評価され
る。

在宅医療の充実を図るための各施策については、概ね順調に進んでいるものの、全体としての効果が未知数であ
るため、本県の過疎化や高齢化の進行を十分見据えた、将来に亘った施策全体のビジョン（方向性）を早期に示す
とともに、その効果を検討する必要がある。

○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
いてみてみると、「十分である」が1.3％、「概ね
十分である」が10.5％となり、十分であると感じ
ている人は11.8％と少ない。「ふつう」の45.6％
を合わせると57.4％となり、昨年に比べ肯定的な
意見が5.2％ポイント、一昨年とでは14.2％ポイン
ト増えている。「不十分である」が10.2％、「や
や不十分である」が24.2％となり、不十分である
と感じている人は34.4％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
が低いものの、全ての項目で「十分」あるいは
「概ね十分」と感じている人の割合が増加してい
る。
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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

Ⅵ 評価結果の反映状況等（対応方針）

○減塩をはじめとする食生活習慣の改善について、食生活改善推進協議会と連携し、地域における普及活動の促進
を図るとともに、減塩に対する関心の低い層をターゲットにしたポスター・チラシ等を作成し、意識の変化と行動
の変容を促す啓発活動を行う。
○総合的ながん対策として、早期発見・早期治療を可能にするがん検診受診率の向上のため、コール・リコール事
業を全県規模に拡大し、受診者の増加に対応した受けやすい受診環境の整備を図るとともに、中学生、高校生を対
象としたがん予防教育により、若年者とその親世代に対するがん予防やがん検診受診の意識啓発を推進する。ま
た、新たながん診療連携拠点病院を中心としたがん医療提供体制の構築や先進医療に対応した機器の更新を図ると
ともに、患者とその家族を支えるための緩和ケア体制の推進について、医師会等の協力を得ながら引き続き着実な
推進を図る。
○今後更に自殺者数を減少させるために、庁内の連携や、市町村、民間団体の取組を支援しながら、地域レベルの
取組を着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や、働き盛りの方に対する対策を継続するほ
か、ハイリスクといわれる自殺未遂者やその家族への支援や、自死遺族支援についても引き続き取組を進める。
○救急医療や地域の中核的な病院の医療機能の充実などの医療提供体制の充実について、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ほか、医師確保対策については、医師不足・偏在改
善計画に基づき、あきた医師総合支援センターが構築する地域循環型キャリア形成システムの運用など、大学、医
療機関等との連携により、医師不足、医師の地域及び診療科偏在の解消に向けた取組の充実・強化を図る。
○在宅医療の充実について、訪問看護・在宅医療の施設に対する支援、ニーズに的確に対応した人材の確保・育成
に加え、多職種協働による在宅医療の拠点構築を推進する。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、本格運用に向けて取組を着実に実施する。

評価の内容評価結果

やや遅れている

○生活習慣病予防対策の強化を図るため、予防意識の低い県民層や生活習慣が定着する
前の若年者及びその親世代に対する啓発活動を重点的に行うなど、意識改革のための効
果的な施策を検討する必要がある。
○また、がんの早期発見・早期治療のためには、がん検診受診率の向上を図ることが重
要であることから、受診環境の整備や啓発の取組を進めるとともに、がん医療提供体制
の充実や緩和ケア体制の整備など、総合的ながん対策を進める必要がある。
○自殺者数を更に減少させるため、関係団体との連携を強化し、その原因である幅広い
問題について、適切に対応するほか、自殺者の割合の高い高齢者や自殺未遂者など、対
象を絞り込んだ効果的な対策を行う必要がある。さらに、自死遺族に対する支援につい
ても充実を図る必要がある。
○医師不足や医師の地域及び診療科偏在は大きな課題となっており、県民意識調査にお
いても、「県による医師確保」や「救急医療・妊婦や出産に関する医療」の取組につい
て、県民の評価が低いことから、その解消のため、医師確保に向けた総合的な取組を強
化する必要がある。

○生活習慣病予防・総合的ながん対策については、食生活改善や特定健康診査の受診意
識向上などの様々な啓発活動や、秋田県がん検診推進協議会を中心として、がん検診の
必要性についての普及啓発が進められているほか、県独自の胃がん検診無料クーポン券
の配布やコール・リコール事業により受診者数が増加するなど、検診率向上に一定の成
果を上げているものの、大幅な改善には至っていない。
○心の健康づくり・自殺予防対策については、地域における自殺予防に関する情報や理
解の普及啓発、相談支援体制の充実、うつ病の早期発見・治療、民間団体等との連携に
よる予防の推進など、総合的な心の健康づくり・自殺予防対策が進められたことから、
自殺者数が３年連続で減少するなど、効果は着実に現れている。
○医療提供体制の整備については、平成24年よりドクターヘリの本格稼働がスタートし
たほか、仙北組合総合病院及び湖東総合病院の整備が進められるなど、救急医療提供体
制の充実・強化が図られた。
○また、巡回診療や医師派遣等の実施により、過疎地や無医地区の住民の受診機会の確
保が図られたほか、ＩＣＴを活用した地域医療連携や訪問看護等のシステム構築に向け
た実証試験を行っており、今後の効果が期待される。
○政策の評価目標である、「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、死亡率はともに減少傾向にあり、施策の効果が徐々に現れ
ているものの、目標には達していないことなどから、政策全体としては、やや遅れてい
る状況にある。
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Ⅶ 政策評価委員会の意見

自己評価の「やや遅れている」をもって妥当とする。
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