
（様式１）

政策評価（平成27年度）

政策名 元気な長寿社会を実現する健康・医療・福祉戦略

政策コード 4 幹事部局名 健康福祉部

評価者 企画振興部長 実施日 平成27年10月30日

Ⅱ　政策の推進状況

１　数値目標及びその達成状況

※4-1②について、H26年度の数値が未公表であることからH25年度の数値を記入

※達成度の判定基準

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

A 2

2B

C

D

達成度

A

B

B

A101.9%

直近の
達成率

107.5%

91.7%

97.8%

Ⅰ　政策の目標(目指す姿)

政策評価調書

　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。

目標 1,343 1,357 1,372 1,393

4-2①
病院の勤務医師数

1,305

38.3

4-1① H24

単位：人

4-1②

91.7%

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９

40.3 39.3

実績

達成率

41.4

38.5

107.5%

80.9

88.2

年度

目標

実績

達成率

目標 76.8 74.9 73.0

●各施策の代表指標

脳血管疾患による人口10万人
当たり年齢調整死亡率

がんによる人口10万人当たり
75歳未満年齢調整死亡率

出典：厚生労働省「人口動態統計」

出典：厚生労働省「人口動態統計」

H24

単位：人

基準値

年度

43.4

89.0

出典：医師の充足状況調査 単位：人 達成率 97.8%

H24 実績 1,313

4-3①
健康寿命

男　70.46
女　73.99

目標 - - - -

H22 実績
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」 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

H24 実績 26.0

出典：厚生労働省人口動態統計調査 単位：人 達成率 101.9%

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績

達成率

達成率

目標

実績

達成率

目標

実績
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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

　生活習慣病の予防対策については、幼児とその保護者を対象とした「うすあじ教室」や高校生を対象とした出
前講座の開催、総合型地域スポーツクラブ等と連携した中高年への運動機会の提供など、対象に応じた対策を講
じており、評価指標である「脳血管疾患による年齢調整死亡率」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、がん予防授業を小中学校で実施するなど、より早い段階からの啓発に努めたほ
か、対象者に直接がん検診の受診を呼びかけるコール・リコール事業の全市町村での実施、休日検診実施機関に
対する費用助成や胃がん検診の無料クーポンの配付などにより、受診率の向上と受診機会の拡大に向けた取組を
進めているが、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」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については、厚生連病院の改築や医療機器整備に対する支援により、医療機能の強化を
図ったほか、脳血管研究センターにおける脳・循環器疾患の包括的な医療提供を目指した取組を開始するなど、
安全で質の高い医療提供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「あきた医師総合支援センター」による若手医
師のキャリア形成支援、県外からの研修医の確保、寄附講座による地域医療の充実等の取組を進めた結果、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。

　高齢者の生きがい・健康づくりについては、平成29年度の全国健康福祉祭に向け、基本構想を策定し開催準備
を進めるとともに、介護予防に関する先進的取組の紹介や専門人材の育成等により、各市町村による取組を支援
している。
　また、地域包括ケアシステムの構築に向けては、医療・介護・福祉の関係団体や市町村等で構成する連携促進
協議会を各振興局単位で設置し、多職種間の情報共有を図り、具体的な連携事業の検討を進めているほか、地域
包括支援センター職員等を対象とした研修会を実施するなどセンターの機能強化に向けた取組を実施している。
　このほか、認知症対策として、認知症を正しく理解し地域で支える「認知症サポーター」の継続的な養成や県
内２カ所目となる認知症疾患医療センターの設置に取り組むとともに、県内６ヶ所の障害者就業・生活支援セン
ターにおいて、障害者の職業生活における自立に向けた支援を実施している。
　以上のことから、施策は「概ね順調」と評価される。

　市町村や民間団体等、地域が一体となった心の健康づくり・自殺予防の取り組みに加え、各種相談、普及啓発
などを行った結果、評価指標である「自殺死亡率」は５年連続で減少し目標を達成しており、平成26年の人口動
態統計においても、全国最下位を脱却している。
　また、高齢者の自殺予防に対する意識向上を図るため、市町村事業への助成やわらび座の巡回公演による普及
啓発事業などを実施し、高い割合を占める高齢者の自殺予防に取り組んだほか、自殺と関連が深いとされるうつ
病の早期発見・早期治療を目的に、各相談機関の職員や医療関係者を対象とした研修会を開催し、うつ病に対す
る対応能力の向上を図っている。
　以上のことにより、施策は「概ね順調」と評価される。

概ね順調

いのちと健康を守る医療提供体制の充実強化

高齢者や障害者等を地域で支える体制づくり

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

概ね順調

施　策　名 施策評価の結果施策コード

４－３

４－４

概ね順調

元気で長生きできる健康づくりの推進４－１

４－２
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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

22.9

41.1

2.0

　全体では、「十分である」が2.0％、「概ね十分である」が9.8％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41.1％を合わせると52.9％となるが、前期プランの「いのちと健康を守る安全・安心な
社会づくり」戦略の昨年度の結果と比較すると、4.5ポイント減っている。
　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68.0%と最も高く
なっているほか、他の施策も、いずれも50%を超えている。

13.0

11.2

35.9

充
実
度

Ｈ２７

○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27年度においては過
去最高の9,134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。
○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％→　H27　41.8％）
○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、病床の機能分化・連携、在宅医療の充実を推進していくことが必要である。
○胃がん検診において、内視鏡検査も対策型検診として追加される見込みであるなど、がん検診につい
て、国の検討会において見直しが進められている。
○国のがん診療連携拠点病院等の指定要件の見直しにより、診療体制等に係る要件が厳格化された。
○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新オレンジプランが策定されたため、それに合わせて全庁をあげて認知
症施策を進めている。
○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。

9.8

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 前年比

11.8
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Ⅴ　評　価

○課題

○胃がん、大腸がん等消化器系のがんや肺がんによる死亡者数及び死亡率は、全国でも上位にあり、が
ん検診受診率も伸び悩んでいる。
○医療提供体制の充実強化が求められている中で、医師数は増加傾向にあるものの、絶対数の不足や地
域偏在・診療科偏在の解消は進んでおらず、看護師についても、地域偏在・就業場所偏在が課題となっ
ている。
○要介護者や障害者等を地域で支えていく「地域包括ケアシステム」の構築については、市町村間の意
識や推進状況に差が生じているほか、県民への周知も不十分である。あわせて、今後増加が見込まれる
認知症への対応や、障害者やひきこもりへの支援についての地域格差の解消が求められている。
○自殺者数は平成27年調査で増加に転じており、特に高齢者や、40歳未満の若年層の自殺が増加してい
る。

概ね順調

評価理由

○生活習慣病予防については、幼児期、学齢期、成人・中高年など対象世代に応じた各種予
防啓発活動を進めた結果、脳血管疾患の年齢調整死亡率の改善などが進んでいるが、総合的
ながん対策については、全市町村でのコール・リコールの実施や胃がん検診の無料クーポン
の配付などにより受診機会の拡大を進めたものの、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。
〇厚生連病院の改築や脳血管研究センターにおける脳・循環器疾患の包括的な医療提供な
ど、中核的な病院における医療機能の強化とともに、あきた医師総合支援センターによる若
手医師のキャリア形成支援、寄附講座による地域医療の充実などにより、病院の勤務医師数
が増加するなど、施設と人員の両面からの医療提供体制の充実強化が図られている。
〇高齢者の健康対策については、平成29年度の全国健康福祉祭の開催準備を進めるほか、地
域包括支援センターの機能強化、認知症サポーターの更なる養成、認知症疾患医療センター
の増設など、高齢者への支援体制の整備が進んでいる。
〇自殺予防対策については、民・学・官が一体となり、相談体制の強化、普及啓発の充実、
人材の育成などに取り組むとともに、各保健所単位で自殺未遂者などハイリスク者対策を進
めた結果、自殺死亡率は５年連続で減少し、全国最下位からの脱却が図られた。
〇政策の評価指標については、「脳血管疾患による年齢調整死亡率」と「自殺による死亡
率」が目標を達成したほか、その他の指標も９割以上の達成率となっ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。

総合評価

○生活習慣病予防対策として、普及活動を推進し、県民の健康に対する意識の向上に取り組むととも
に、総合的ながん対策として、がん検診受診率の向上を図る必要がある。
○医師等の医療従事者の定着の促進や、救急医療・在宅医療提供体制など、質が高く効率的な医療提供
体制の構築を図る必要がある。
○「地域包括ケアシステム」の構築に向けた市町村支援や県民への普及啓発、認知症の早期発見・早期
治療に向けた取組や県民への理解促進、ひきこもり支援の取組の周知や障害者支援体制の充実を図る必
要がある。
○自殺予防については市町村、民間団体の取組を支援しながら、増加傾向にある年齢層への取組など、
地域レベルでの対策を確実に推進する必要がある。

○今後の推進方向（重点的・優先的に取り組むべきこと）
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Ⅵ　評価結果の反映状況（対応方針）

○政策評価委員会意見

○引き続き、禁煙・適正飲酒・減塩などの食生活改善、運動習慣定着等の普及活動を推進し、健康意識
の向上と、行動変容を促していく。また、がん検診の重要性について普及啓発するとともに、医療機関
での受診機会を拡大するなど効率的で利用しやすい検診環境の整備を進めるほか、市町村が実施する
コール・リコールと受診者の費用負担軽減を組み合わせた支援策を行うなど、がん検診受診率向上対策
に取り組んでいく。
○県民が必要な医療を必要な時に受けられるよう、引き続き、中核的な病院に対する支援等を通じた救
急医療等の確保を図るとともに、質が高く効率的な医療提供体制の構築に向け、現在策定中の地域医療
構想に基づき、関係機関と連携協力をしながら、病床機能の分化・連携や高齢化の進展に対応した在宅
医療の基盤整備を推進する。
○医師の地域・診療科偏在の改善と県内定着に向けて、あきた医師総合支援センターが中心となって、
若手医師のキャリア形成と地域医療従事の両立に取り組むなど、病院、大学、市町村等の関係機関と連
携しながら総合的な医師確保対策を進める。
○「地域包括ケアシステム」の早期構築に向け、全県、地域レベルでの連携促進協議会開催などを通じ
た市町村の取組支援や、県民への普及啓発を強化するとともに、認知症疾患医療センターの県北地域へ
の設置や、ひきこもり相談支援センターの一層の周知、障害者就業・生活支援センターの拡充などを進
める。
○今後さらに自殺者数を減少させるため、庁内の連携により県としての取組を進めながら、市町村、民
間団体による取組を支援し、地域における対策の推進を図る。併せて、自殺予防対策に取り組む人材の
育成強化などによりこれまで以上にきめ細かな取り組みを行い、高齢者や若年層への対策の充実を図
る。
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