
（様式２）

平成26年度における施策評価

政策コード 4 政策名 いのちと健康を守る安全・安心な社会づくり

施策コード 2 施策名 総合的ながん対策の推進

幹事部局コード 3 幹事部局名 健康福祉部 担当 健康推進課　がん対策室

評価者・実施日 １次評価（福祉健康部長）

１　施策の方向性（必要性と目的）

２　施策の状況

（１）施策目標及びその達成状況

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値

達成率

目標値

実績値

達成率

（２）施策の推進状況

■取組内容

■取組の成果

施策評価調書

平成26年7月31日 ２次評価（企画振興部長） 平成26年8月29日

本県のがんによる人口10万人当たり粗死亡率は、平成９年から17年連続で全国で最も高い水準となってい
る。また、高齢化の影響を排除した75歳未満年齢調整死亡率においても、平成24年は全国で３番目に高い
水準となっており、がんが県民の健康な生活を脅かす存在となっている。そのため、早期発見・早期治療
を可能にするがん検診受診率の向上、罹患者に対する質の高いがん医療の提供、緩和ケアの充実によるが
ん患者のＱＯＬの向上など、総合的ながん対策を推進する必要がある。

●施策目標（評価指標）
基準値

年度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 備考
年度

①

がん（胃がん、大腸がん、肺がん、子宮が
ん、乳がん）検診の受診率

18.8～31.7 － － －

地域保健・健康増進事業報告（厚労省）によ
る

－

50 ・目標値は最終
年のみの設定
・25年の数値は
翌年度の３月に
公表される

H19 － － －

－ － －

②

がんによる75歳未満年齢調整死亡率(人口
10万人当たり）

91.8 85.9 84.0 82.1

人口動態統計（国立がん研究センター）によ
る

－ 91.3% 92.6% 92.2%

80.3

900 1,250 1,625

がん対策室調べによる 78.7%

・25年の数値は
翌年度の10月
に公表される

Ｈ20 94.1 90.7 89.0

2,000

H21 807 1,047 1,279 1,497

－ 89.7% 83.8% 74.9%

達成度 － E E E E

③

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

300

①がん検診受診率の向上

「秋田県がん対策推進計画」や「ふるさと秋田元気創造プラン」に基づき、がん検診（胃がん、大腸が
ん、肺がん、子宮がん、乳がん）受診率50％以上（平成25年度）を目標とし、がん検診の定期的な受診を
呼びかける啓発活動や未受診者に受診を促すコール・リコール、受診環境の整備のための検診機器更新、
自己負担の軽減といった取組を行った。

○隔年受診が推奨されている子宮がん検診について、若年者（20～39歳）が毎年受診できるよう市町村に
助成を行い、4,339人が受診した。
○国では女性特有のがん検診、大腸がんについて特定の年代に無料クーポン券を配布しているが、県にお
いても独自に死亡率の高い胃がん検診について23年度から配布を開始しており、事業実施前に比べ受診者
数が約３倍に増加している。
○市町村や関係機関など60を越える県内の主要な団体が参画する「秋田県がん検診推進協議会」を開催
し、それぞれの立場でがん検診受診の機運を醸成したほか、その目的を達成するために、委託事業で総合
保健事業団にがん検診推進員８名を雇用し、地域や職場に出向いて行うミニがん講座（H25年度：256回開
催、6,943人受講）、受診率向上のために出来ることをテーマとしたタウンミーティング（H25年度：３回
開催、308名参加）、女性特有のがんをテーマにしたがん検診推進フォーラム（参加者285名）などを実施
した。
○受診勧奨として、「コール・リコール」の手法に関する実証を行うため、22年度から総合保健事業団に
「がん検診受診センター」を設置し、電話等を通じて受診勧奨を行うモデル事業を進めており、いずれの
市町村も受診率は伸びており、一定の効果を上げている（H22年度：１市、H23年度：３市、H24年度：８市
町村、H25年度：９市町村）。

○検診実施機関に、休日に行われるがん検診に要する費用について助成を行い、住民の受診機会の拡大と
利便性の向上を図った（H25年度：65日延べ9,272人受診）。
○老朽化した胸部検診車（H25年度：１台）を更新し、総合保健事業団に無償貸与したほか、ＪＡ秋田厚生
連の胃胸部検診車（H25年度：１台）の購入に対して助成を行い、受診環境の整備を図った。

達成度   Ａ：「全て達成」   Ｂ：「半分以上達成」   Ｃ：「達成が半分未満」   Ｄ：「全て未達成」   Ｅ：「その他」 
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■課題と今後の推進方向

■取組内容

■取組の成果

■課題と今後の推進方向

■取組内容

■取組の成果

○隔年受診が推奨されている子宮がん検診について、若年者（20～39歳）が毎年受診できるよう市町村に
助成を行い、4,339人が受診した。
○国では女性特有のがん検診、大腸がんについて特定の年代に無料クーポン券を配布しているが、県にお
いても独自に死亡率の高い胃がん検診について23年度から配布を開始しており、事業実施前に比べ受診者
数が約３倍に増加している。
○市町村や関係機関など60を越える県内の主要な団体が参画する「秋田県がん検診推進協議会」を開催
し、それぞれの立場でがん検診受診の機運を醸成したほか、その目的を達成するために、委託事業で総合
保健事業団にがん検診推進員８名を雇用し、地域や職場に出向いて行うミニがん講座（H25年度：256回開
催、6,943人受講）、受診率向上のために出来ることをテーマとしたタウンミーティング（H25年度：３回
開催、308名参加）、女性特有のがんをテーマにしたがん検診推進フォーラム（参加者285名）などを実施
した。
○受診勧奨として、「コール・リコール」の手法に関する実証を行うため、22年度から総合保健事業団に
「がん検診受診センター」を設置し、電話等を通じて受診勧奨を行うモデル事業を進めており、いずれの
市町村も受診率は伸びており、一定の効果を上げている（H22年度：１市、H23年度：３市、H24年度：８市
町村、H25年度：９市町村）。

○検診実施機関に、休日に行われるがん検診に要する費用について助成を行い、住民の受診機会の拡大と
利便性の向上を図った（H25年度：65日延べ9,272人受診）。
○老朽化した胸部検診車（H25年度：１台）を更新し、総合保健事業団に無償貸与したほか、ＪＡ秋田厚生
連の胃胸部検診車（H25年度：１台）の購入に対して助成を行い、受診環境の整備を図った。

○「コール・リコール」による受診勧奨モデル事業については、実施した全ての市町村において受診率が
向上したことから、26年度からは全市町村においてコール・リコールに取り組んで行くこととするが、市
町村等における円滑な実施に向けて状況把握に努めるとともに、事業実施後の検証が必要である。
○県単独の無料クーポン（胃がん検診）について、その利用が伸び悩んでいることから、効果の検証を行
い、配布する年代や種類、そして費用負担のあり方について検討が必要である。
○がん検診について、住民の多くは「面倒である」、「悪くなったら医療機関に行けば良い」という意識
を持っており、がん検診受診の必要性がまだまだ理解されていない状況にあることから、今後も息の長い
地道な啓発の取組が必要である。また、受診率向上のためにも検診実施体制の効果的、効率的な環境整備
に向けて、今後のあり方を関係機関で調整を図る必要がある。
○検診車の整備については、全体的な老朽化が進んでいることに加え、検診機器のデジタル化の流れによ
り環境整備が喫緊の課題となっている。また、今後の受診者数を勘案した中長期的な検診実施体制につい
て検討する必要がある。

②質の高いがん医療の提供

○「秋田県がん対策推進計画」に基づき、県内がん医療の質の向上と均てん化を図るため、各二次医療圏
においてがん医療を提供する中核的病院の診療機能等強化に対する支援、がんに係る認定看護師等の育成
支援、院内がん登録データの収集・分析等の調査研究委託、がん患者に対する相談支援活動の推進などに
取り組んだ。

○国指定の「地域がん診療連携拠点病院」７病院、県独自の基準により指定した「がん診療連携推進病
院」３病院が実施する緩和ケア等の医療従事者研修、院内がん登録の実施、相談支援センターの運営、普
及啓発・情報提供等に要する経費に対して補助し、これらの病院が中核となり、地域の病院・診療所と連
携しながら、県民に標準的ながん医療を提供できる体制が整備された。
○各病院が実施するがん分野の専門資格取得のための研修受講等に要する経費への支援により、がんに係
る認定看護師等の増加が図られた（平成25年度までに23名に助成）。
○秋田組合総合病院のがん放射線治療機器（リニアック）の更新に対する支援により、同病院の放射線治
療の質や受入能力が向上するとともに、患者の負担も大きく軽減されることとなった。
○各がん拠点病院、推進病院に、がんに関する情報提供や各種相談に対応する相談支援センターが設置さ
れるとともに、がんに関する療養上の悩み等について、がん患者やその家族が気楽に集い語り合える場と
して、患者会が主体となった「がんサロン」が既設の秋田市・大館市・大仙市に加え、湯沢市でも開設さ
れた。
○県内がん拠点病院の院内がん登録によるがん診療情報の収集・分析機能の充実が図られた。

○国の拠点病院の指定要件の見直しに対応し、拠点病院の空白圏域の解消や診療体制の強化など、本県の
がん医療提供体制の均てん化を一層進める必要がある。
○県内のがんに係る医療従事者は、専門看護師や認定看護師の資格取得者を始めとして、全国の中では依
然として少ない（専門看護師　全国：514人、秋田：1人　認定看護師　全国：5,600人、秋田：47人(平成
26年３月末現在)）ことから、今後は、がん看護分野に加え、放射線治療専門放射線技師やがん専門薬剤師
などにも助成対象となる資格を拡充することで、がん医療の質の一層の向上を支援していく必要がある。
○がん治療のための高額医療機器について、がん医療の均てん化の観点から、引き続き計画的な更新等を
支援する必要がある。
○地域開放型の「がんサロン」が、秋田市・大館市・大仙市・湯沢市に開設されているものの、限られた
地域での活動であることから、がん患者や家族にしか理解できない不安や悩みに対応するため、当面患者
団体等の活動に対する支援の充実に努める必要がある。

③緩和ケアの充実

○各がん診療連携拠点病院が地域の医療従事者を対象として開催する研修会のほか、各拠点病院等の緩和
ケアチームの医療従事者を対象とした、より専門・実践的な研修や、地域の医師、看護師等を対象にした
在宅緩和ケアの研修等を実施した。

○各二次医療圏において、緩和ケアの基本的な知識・技術を習得した医療従事者が増加（平成25年度末で
累計1,497名）した。
○各がん診療連携拠点病院等において、緩和ケアチームの機能強化が図られた。
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■課題と今後の推進方向

３　評価

（１）施策幹事部長による１次評価

●施策の推進状況

●課題と今後の推進方向

（２）企画振興部長による２次評価
●施策の推進状況

●課題と今後の推進方向

評価結果

やや遅れて
いる

　がん検診率向上のため、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」によ
り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。

○緩和ケアの提供については、「治療の初期段階」から「がんと診断されたときから」に理念が進化して
おり、がん診療に携わるすべての医師が緩和ケアの基本的な知識・技術を習得することを目指し、引き続
き意識啓発や専門研修などの取組を推進する必要がある。
○がん患者のＱＯＬ（生活の質）を高めるため、がん患者のみならず県民全般に対して、緩和ケアへの理
解を深めるための普及啓発を図る必要がある。
○緩和ケア病棟は、最後まで人間の尊厳を保つことに大きな役割を持っているが、現状では県内に二カ所
（秋田市１箇所、大仙市１箇所）のみであることから、空白域である県北を中心に新たな設置に向けた検
討が必要である。

評価結果

やや遅れて
いる

○県内約60の団体で構成する「秋田県がん検診推進協議会」を中心としたがん検診受診のための機
運の醸成に取り組み、直接受診を呼びかけるコール・リコールのモデル事業では実施市町村（９市
町村）の全てで受診率が増加したほか、県独自事業の取組では、胃がん検診無料クーポン券の配布
では受診者が実施前よりも約３倍、受診機会拡大のための休日検診では開始当初よりも1.5倍近く
受診者が増えており、一定の効果は図られている。
○医療提供体制の整備については、拠点・推進病院に対するがん診療機能等の強化支援や高度なが
ん医療を推進するための放射線治療機器（リニアック）の計画的な整備支援、がん関連分野の専門
性の高い看護師を育成するための支援、医療従事者における緩和ケア研修修了者の増加など、質の
高いがん医療の均てん化が進んでいる。
○各分野において施策の充実は図られているものの、検診受診率を始めとする評価指標は目標と乖
離があることから、今後も更なる充実に努める必要がある。

○がんの早期発見・早期治療によるがん死亡率の改善を図るには、がん検診受診率の向上に向けた
受診環境の整備や、受診勧奨・受診啓発に関する取組を一層強化する必要がある。
○本県のがん死亡率は胃がんを始めとする消化器系が高い傾向にあることから、がん予防に繋がる
生活習慣の改善について啓発強化を図るとともに、生活習慣が定着する前の若年者に対する啓発と
して、がん教育を強化するとともに、その実施体制も整備しながら進めて行く必要がある。
○新たな指定要件に対応したがん診療連携拠点病院を中心に、標準的ながん医療を提供できる体制
の整備が図られるとともに、患者やその家族の不安等を支えるための緩和ケア体制の整備などにつ
いても、引き続き推進を図る必要がある。
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４　評価結果の反映状況等（対応方針）

５　政策評価委員会の意見

　がん予防対策については、フォーラム等により広く県民に生活習慣の大切さを情報発信するとともに、
中高生に対するがん予防授業によりがんに関する正しい知識を身につけてもらい、若い時からのがん予防
やがん検診の意識啓発を推進する。
　また、がん検診受診率の向上については、モデル事業で効果の高かったコール・リコール事業の全市町
村での展開を推進するとともに、県民がより受診しやすい検診体制の効率化等を図っていく。
　さらには、秋田大学医学部附属病院を中心とした新たながん診療連携体制を整備し、がん診療の質の向
上と均てん化を一層推進していくとともに、患者やその家族の不安等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引き続きその充実を図る。

4 / 4 


