
 

 

平成３０年度 秋田県健康づくり審議会 がん対策分科会 

子宮がん部会 議事概要 

 

 

 

 

 

１ 日   時  平成３１年３月１４日（木）１８時～２０時 

                           

２ 場   所  秋田県庁議会棟２階特別会議室 

 

３ 委員の出席  出席委員数：７ 

         欠席委員数：２ 

 

４ オブザーバー（検診機関）の出席：３  

 

５ 議   事 

（１）部会長選出 

（２）報告事項 

・市町村における子宮がん検診実施状況について 

（３）協議事項 

①平成３０年度秋田県の精度管理評価指導基準及び改善指導について 

②統一受診券方式による子宮頸がん検診における重複子宮の取扱い 

について 

     ③秋田県子宮頸がん検診実施要領の改正について（液状化検体法） 

     ④国が推奨する検診以外の検診について 

（４）その他 
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議 事 概 要 

 

（開会宣言、あいさつに引き続き、秋田県健康づくり推進条例の規定に基づき議事（１）

部会長選出が行われ、寺田幸弘委員が分科会長に選出された。また、部会長は大山則

昭委員を部会長職務代理者に指名した。） 

 

（報告事項について事務局から資料１、２により説明のうえ意見交換を行った。） 

○部会長 まず１ページ、罹患者数の推移ということで平成２７年の合計が随分上が

っているがこれはなぜか。事務局では特に分析していないか。平成２１年と比べると

かなり人口も減っているから母数は減っていると思う。 

○事務局 高齢化というのもあるが、細かい状況については把握していない。 

○部会長 年齢調整死亡率で、例えば卵巣は平成２８年は４７位、２９年は１０位と、

かなり順位が動いており、周産期死亡率と同様の感じがする。３ページの子宮がんに

よる死亡者数は県内で６４名ということで実際の数はそれほど変化していない。 

○佐藤委員 平成２７年に罹患者数が増えているのは、がん登録を行う医療機関が病

院から地域の医療機関にも拡大したためではないか。 

○事務局 その影響も考えられる。 

○部会長 来年度以降の分析はそこも考慮しないといけない。 

○田中委員 先ほど事務局から高齢化という話が出たが、たぶんそれは誤りで、子宮

頸がんは全国の統計を見ても若い女性に唯一増えているがんと言われている。佐藤委

員の言うとおり、登録数が増えて精度が上がったことと、若い人に子宮頸がんが増え

たことによりこのような数字が出たと推測されるが、いかがか。 

○事務局 委員の御指摘のとおりである。地域がん登録の協力医療機関も年々増えて

おり、診療所からも御協力いただいている。今年度も医師会から協力を得て増えてい

る状況であり、登録医療機関数の増と、精度が上がったことが大きな要因だと思う。

平成２８年１月から始まった全国がん登録により今後どうなるか、事務局で分析を続

けたいと思う。 

○部会長 年次推移を見る際はそういうバックグラウンドを考える必要がある。登録

が増えたということは実情が知れるようになり、貴重な情報になると思う。基本的な

質問だが、３ページの人口動態統計は子宮がんで亡くなった人の死亡診断書に「子宮

がん」と書いているということか。 

○事務局 死亡診断書に基づいて統計を取っている。 

○部会長 頸がんと体がんと両方か。 

○事務局 両方である。 

○部会長 ４ページの市町村の検診受診状況だが、良くなっているのか悪くなってい

るのか、年々変わらないということか。 
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○事務局 他の部位も同じような状況だが、１０年くらいは横ばい傾向が続いている。 

○部会長 受ける人は受けるし、受けない人はなかなか難しい。八峰町はオリジナル

にかなりよい受診率を上げているということだが、他に意見はあるか。 

○大山委員 検診受診率については５０％が目標なので、それを目指すのであれば八

峰町の取組を他の市町村にも広めてほしい。そして県全体でがん検診受診率５０％を

到達するような手順を示していただきたい。 

○事務局 現在、検診体制のあり方について検診機関及び市町村と随時検討を行って

いる。受診機会の拡大は県の第３期がん対策推進計画にも記載しているが、例えば、

休日検診や夕暮れ検診など新たな取組や効果を上げている取組があるので、そういっ

た取組を地域に広めていく検討を進めている。また、地域職域連携推進協議会を各保

健所単位で開催し、受診率向上のための検討をしている。引き続き検討を続けて、受

診率向上に向けた体制整備をしてまいりたい。補足すると、受診行動を促すのは住民

の意識の向上、アクセスや自己負担の軽減など障害となるものの除去、きっかけ作り

が三大要因といわれており、２９年度から取り組んでいる事業の一つであるかかりつ

け医の受診勧奨も大きなきっかけづくりになると考えており、３０年度は４地区で実

施したが、今後は県医師会の協力を得て全県展開しながら住民へ働きかけていきたい。 

○佐藤委員 大山委員の御指摘のとおりだと思う。八峰町は前から検診勧奨に取り組

んでいて子宮がんの受診率が高く、罹患率はある程度あり、死亡率はゼロと、検診勧

奨のモデル的効果として県で広げていく働きかけがあっても良いと思う。  

○事務局 委員の御意見のとおり、成功事例や先進事例を他の市町村に紹介しながら

検討してまいりたい。 

○部会長 頸がんは感染症なので、罹患についてはワクチン接種が再開しないと変化

しないと思うが、早期発見によって亡くなる方が少なくなり子宮が守られるという点

ではこれからさらに取り組む必要はある。 

○大山委員 ７ページの検診受診率の推移だが、平成２７年はかなり低い値が出てい

る。その考え方として、分母の対象者が職域等で受診機会のある方を含めた全住民に

変更になったためとのことだが、分子には職域で検診を受けた方は含まれているのか。 

○事務局 分子は変わらず、市町村の住民検診を受けた方だけを対象にしている。 

○大山委員 それはおかしい。分母の対象者を分子の対象者としないと正確な数値は

出ないと考える。 

○事務局 大山委員の御指摘のとおり、正確な受診率という意味では分母は地域の全

住民に対して、分子はがん検診を受けた方全員というのが正しいが、平成３０年度の

地域保健・健康増進事業報告からは、国保の対象者で受診者数を計るという方法が新

しく追加された。国保の対象者のうち国保で受診した方という計算方法になり、市町

村の受診率は市町村国保の受診者がベースになると思うので、分母はある程度実態に

近づくと思う。 
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○部会長 例えば宮城県からも検診バスが来ると聞いているが、そういうのも入るの

か。あくまでも秋田県の住民が対象で、どこの検診団体でも数は入手できるのか。 

○事務局 あくまで市町村の報告に基づいて統計を取ることになる。 

○部会長 ９ページの精検受診率は大事なところだと思う。一時期かなり落ち込んだ

が、２８年度速報値は８８．３％と持ち直している。精検受診率について各市町村の

取組はあるか。 

○事務局 精検受診率向上に向けた取組については、陽性の一次判定を受けた場合、

精検まで受けることでがん検診の意味をなすということで、普及啓発に取り組んでい

る市町村が多い。また、精検は一次検診に比べて費用が高くなることから、一部の市

町村では精検の費用に補助を出しているところもある。 

○部会長 できれば精検受診率は１００％が良いのだが、市町村もあまりしつこく対

象者にアプローチできないということもあり、全体的な啓発が大事かと思う。精検受

診率はこれからもしっかり見ていかないといけない。１３ページの無料クーポンは国

の苦肉の策と理解できるが、クーポンが来たから受けてみようという人もいるので良

い方法だと思う。来年度以降、クーポン事業について決まっていることがあれば教え

ていただきたい。 

○事務局 ３１年度については国でも確定していないが、今年度は２０歳を対象に配

布しており、継続する見込みと聞いている。 

○部会長 ワクチンがなかなか普及しないので検診で見つけることになるが、１４ペ

ージのクーポンを配布していない市町村はどういう状況か。 

○事務局 実施していない市町村については、クーポンの作業を行うのが大変だとか

手間に対して効果が得づらいためという話は聞いている。 

○部会長 国はクーポンの効果についてどう検証しているのか。 

○事務局 国の評価については把握していない。 

○部会長 それも情報を集める必要があると思う。 

 

（協議事項①平成３０年度秋田県の精度管理評価指導基準及び改善指導について、資

料３により事務局から説明のうえ、意見交換を行った。） 

○部会長 チェックリスト及び精検受診率の評価基準をどのようにするかがこの会

議の一つの肝で、大事な協議事項になると思う。市町村だと１７ページの右端に未実

施項目数の合計があり、判定を隣に記載している。検診機関については大きな問題は

ないと思うが、全てＡなので指導は不要か。Ａも指導するかどうか決めれば良いか。 

○事務局 検診機関については、Ｂ以下を指導対象とすれば今年は指導対象がないこ

とになる。 

○部会長 昨年、Ｃ以下で精検受診率７０％以下の市町村はどういう結果が得られた

か分かりやすく教えていただきたい。あまり良い結果が得られていなければもう少し
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厳しくするとか、得られていれば例年どおりとか、その判断がなかなか難しいところ

だと思う。 

○事務局 昨年はＣ以下で７０％以下の市町村に対して指導し、改善報告の依頼を行

った。その結果、今年度の調査で、Ａ・Ｂ評価の市町村はそれぞれ増えており、Ｃ以

下の市町村は減少している。 

○部会長 その数はどこかにまとめているか。 

○事務局 まとめていない。資料３－２には各項目に該当する市町村数のみ記載して

いる。集団検診ではＣ以下の市町村は１７だったが、今年度は１２である。 

○部会長 指導のエリアを動かすとどういうことが予想されるか。 

○事務局 より厳しく指導改善することになるので、チェックリストを満たす取り組

みを多くの市町村に求めることになる。 

○部会長 それを委員が判断するよりどころは何か。 

○事務局 ７ページの国立がん研究センターが示す精度管理評価の手順に、評価に対

するレベルの記載がある。許容範囲としてＢを設定しているので、例えばＢに指導対

象を上げると許容範囲がなくなり、いきなり目標達成を求めることになる。 

○部会長 委員の強い反対がなければＣ以下になるが、国は一律に同じような形で出

しているわけで、秋田の地域特性を考えるためにこの部会がある。 

○事務局 現状の評価分布を見ると、Ａ・Ｂの評価を受ける市町村が増えたが、それ

以下の市町村もあることから、未実施項目の多い市町村の底上げと、達成している市

町村にさらに働きかけることも重要と考える。 

○部会長 それでは指導対象はＣ以下ということにする。精検受診率７０％以下の市

町村はどの表を見れば分かるか。 

○事務局 資料１の１１ページ、左から３つ目の精検受診率が平成２８年度の速報値

になる。 

○部会長 網掛けが許容範囲ということか。 

○事務局 そのとおりである。 

○部会長 実際精検が必要な人数はどれくらいか。 

○事務局 細かい数字については資料１の１０ページになる。北秋田市の要精検者は

３名、仙北市１名、三種町２名、五城目町３名である。極端に少ないので１名の重さ

が出ている状況である。 

○部会長 この地域の要精検率を上げるとどれくらい良くなるかということになる

と思う。例えば精検受診率９０％というのは市町村が困るか。数人が対象ということ

なので、委員から御意見はないか。 

○大山委員 できれば精検受診率は９０％以上にしていただきたいが、国立がん研究

センターが乳がん以外は７０％未満の市町村に指導するという案を出しており、それ

に準じるなら７０％がいいと思う。ただ、原因をきちんと探って報告させるような指
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導が必要だと思う。 

○事務局 現在、県でも市町村を訪問し、担当者と意見交換を始めている。市町村へ

フィードバックできるよう３１年度も取り組んでいきたい。 

○部会長 国立がん研究センターはおそらく１０万人のエリアを対象としていると

思う。公衆衛生の学者がいれば良いが、この資料を参考に、前回と同様にＣ以下で７

０％を指導対象とするということで良いか。 

○田中委員 指導の対象はＣ以下で良いと思うが、指導したにも関わらずＣ以下のま

まというのが問題だと思うので、指導の内容を変更して、対象は変えないのがいいか

と思う。「昨年度の指導にも関わらずＣ以下でしたので、是非とも改善を。」と指導す

れば底上げになるかと思う。 

○部会長 貴重な御意見なので参考にしていただければと思う。検診機関については

Ｂ以下しかないと思う。異論がないようなので部会の意見としてはＢ以下、７０％未

満とする。 

 

（協議事項②統一受診券方式による子宮頸がん検診における重複子宮の取扱いにつ

いて、資料４により事務局から説明のうえ、意見交換を行った。） 

○部会長 秋田県産婦人科医会長の高橋委員は本日欠席だが、何かコメントはあった

か。 

○事務局 特にいただいていない。 

○部会長 関係あるのが秋田県産婦人科医会、総合保健事業団だが、何か御意見はあ

るか。 

○事業団 特にない。 

○部会長 あまりない事例かと思うが、各市町村の了解はどう得る予定か。 

○事務局 部会で決まったこととして、市町村には通知を出すことになる。 

○部会長 部会の決議は市町村に聞いていただけるのか。 

○事務局 方針を決定するにあたり、委員の専門的な見解を参考にしながらまとめて

いきたい。現段階で事務局案に御意見があれば承りたい。御意見等がなければこの方

向でまとめていきたいと考えている。 

〇軽部委員 子宮頸部細胞診は、あくまでスクリーニングであり病変があるかどうか

を診断することを目的としている。子宮頸部が重複していることが分かっていれば、

精査時には両方の子宮頸部の病変チェックを行うはずである。従って、両方の子宮頸

部から採取した細胞を１検体として提出しても問題ないと考えられる。 

○部会長 医療の専門領域だと思うが、田中委員、取扱規約はどうなっているのか分

かるか。極めてまれな話なので規約にはないか。 

○田中委員 確かに１検体でもいいと思うが、１検体で左右となると、おそらく乾燥

するのではないか。提嶋委員がお詳しいかもしれないが、スクリーニングで乾燥する
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と精度が落ちてしまうので、一つ一つ採ったほうが良いのかなと思うが、いかがか。 

○提嶋委員 どのくらい時間がかかるか、まさに手技の領域になる。確かに右から異

常が出て、左から出ないと意味があるかというと分からないが、そういう意味では１

検体でもいいかもしれない。今言われたように、手間がかかって固定が遅れると元も

子もないというのは確かに予想される。 

○佐藤委員 もし検体に異常が出た場合、どう報告するかが問題だと思う。 

○事業団 結果処理については今年は全部異常なしという報告だった。子宮がん検診

において結果は一つしか出さないというのが基本であり、事業団では結果書を二つ作

るという枠を持っていない。悪い方を報告するという形でしか対応できないのが現状

である。２検体分の料金が発生するとなれば二つ報告することになるので、対応を考

えなければならない。 

○大山委員 この件で医療機関から相談を受けたが、検診実施者が必要だと判断した

場合、二つ検体をとって良いのかということ、事業団に運ぶ手順が明記されておらず

困ったということ、料金に関してもその場で決定することができず、市町村と交渉し

たということをうかがっている。例えば１受診者については１検体とする、あるいは

検診担当者が判断して良い、などと決めていただければよいかと思う。 

○部会長 鎌田委員、何かコメントがあればお願いしたい。 

○鎌田委員 検診という観点からみれば、左右関係なく異常のある細胞を見つけて精

査することが大事なことだと思うので、１検体でも良いと思う。 

○部会長 同一の患者から検体が二つ出るというのは、医療安全的に取り間違いなど

のリスクは生じるのか。左右の書き間違いなどが出てくる可能性もある。医療的な検

証や他県の状況を調べてみたり、臨床細胞学会に確認したりなどが考えられるが、ど

うか。これは喫緊の話か。 

○事務局 相談があった市町村については解決しているが、今後の対応方針について

部会に諮ったものである。もし結論が出ないようであれば、継続的に調査して次回ま

た協議することになる。 

○部会長 次回は一年後になってしまうので、通信会議はできないか。ポジティブと

ネガティブな意見があるかと思うので、項目をまた一つ入れるとなれば検診機関で手

間もかかるし、ちゃんとやらないと医療安全上の問題があると思う。重複子宮の検体

を一つにするか二つにするか、医学的な正しい見解があるかどうかも含めて少し預か

っても良いか。通信会議的な形で委員の意見をまとめて、意見がまとまらなかったら

来年また協議するということにするか。 

○提嶋委員 自分の病院では一人の患者から２検体採る場合、枝番をつけることがで

きるが、事業団や検診機関はそういうことはできないのか。できるのであれば手技的

には別々に採った方が良い検体が採れるし、費用は市町村が負担すれば良いと思うが、

もし枝番をつけれるのであればそれが一番いいかと思う。 
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○部会長 事業団だと何件くらい来るのか。 

○事業団 今年度、記憶している限りでは３件である。 

〇軽部委員 膣壁や外陰に肉眼的病変がある場合、その病変部と子宮頸部の２検体を

提出することがある。２検体となっても何も問題ないのではないかと個人的には考え

る。 

○部会長 細胞診をしたのは事業団ということか。 

○佐藤委員 ２検体でも一つとして扱うのであれば追加料金は発生しないという選

択肢もある。２検体でも一人分として扱い、市町村が負担せず、事業団では１検体と

していただく。 

○事業団 今まで重複子宮は一人分として処理していたが、今回相談があり初めて話

題になったものと考える。これまで内部でも２検体を一人分として処理してきたと思

う。 

○部会長 だんだん良い意見が出てきた。重複子宮は子どもを産むこともできるし、

普通である。そういう方が子宮がん検診を受ける際、行政が負担するにしても料金を

倍取るというのは平等ではない感じがする。検診機関で１検体として扱ってもらえれ

ば問題ない。 

○事業団 事業団にガラスが２枚来れば、一人分ということで扱う。今まで暗黙の了

解でそう動いていたと思うので、再確認になる。 

○部会長 問い合わせがあった場合は、今日の意見をお答えするということでよいか。 

○大山委員 ２検体出た場合、間違いが起こることが一番困るので、受診者数と検体

数の違いがしっかり分かるようにしないといけない。実際、医療機関方式だとそれぞ

れの医院で採るので、間違いが起こらないようにしてほしい。 

○事業団 病院に回収に行った際、必ず受診票とガラスの枚数を確認するが、一人で

２枚の場合はきちんと確認するよう内部で統一したい。 

○部会長 だいたい落としどころが出たと思うが、細胞診をしていただいている提嶋

委員からきちんと検体を採るべきだという意見が出て、事業団の協力も得られて一人

分の検体として扱っていただくという形でよいか。その際、医療安全上の配慮として、

受診者数と検体数が異なるところはきちんと確認するということで、大山委員、医療

機関に周知は必要か。問い合わせが来た際に回答すれば良いか。 

○大山委員 明記することも難しいと思うので、問い合わせが来た場合で良いと思う。 

○事務局 確認だが、県からあらためて市町村へ通知は必要ないということで、問い

合わせが来た場合、個別に回答させていただく。 

 

（協議事項③秋田県子宮頸がん検診実施要領の改正について（液状化検体法）につい

て、資料５により大山委員から説明のうえ、意見交換を行った。） 

○大山委員 秋田県子宮頸がん検診実施要領「８検診の方法」に、いわゆる細胞診に
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ついて従来法と液状化検体法の両方が明記されている。がん発見率など感度について

はほぼ同等と考えられる。液状化検体法は、スクリーナーの負担軽減や精度向上につ

ながるという長所がある一方、機械などランニングコストがかかるというデメリット

もある。今後、液状化検体法を行政検診に取り入れていくのかどうか事業団と厚生連

に確認し、もし液状化検体法に移行していくのであれば実施要領に「原則として液状

化検体法を用いる」などの文言を追加するか検討していただきたい。 

○部会長 液状化検体法は青森でほぼ１００％、岩手も導入しており、他県では一生

懸命やっていて、精度が上がるメリットもあるということを昨年度、子宮がん検診の

研修会で弘前大の横山先生にお話しいただいた。まずは検診団体に御意見をうかがい

たい。 

○事業団 実は液状化検体処理設備の予算取りができており、３１年度に導入したい

と計画している。事業団としては液状化処理を推進してまいりたい。 

○厚生連 現在、１病院がシステムを導入しているが、軽部先生からも要望をいただ

いていると内部でうかがっている。ただ、厚生連の仕組みで、いろいろな機器等を優

先順位をつけて決めることになり、今の時点では何とも言えないという回答を聞いて

きた。今後の予定についても現時点では何とも言えないのが正直なところである。 

○部会長 厚生連では検討中ということだが、軽部先生、いかがか。 

○軽部委員 実は会議前に事務に確認してきた。もし購入するとすればリースで、今

年に入るということを聞いたが、厚生連の内部で再確認したところ、決定ではないと

いうことだと思う。お話しのとおり、予算の都合もあり優先順位に入ればということ

だと思う。 

○部会長 青森県では機械は２台だけで、そこに検体を全部集めて処理しているとい

うことで、システムとして集中化されて質も上がることは間違いない。是非厚生連で

も検討していただきたい。大山先生、何か御意見があるか。 

○大山委員 それでは実施要領の改正はせず、来年度の再検討に向けて厚生連と事業

団には内部で液状化検体法について議論しておいていただきたい。 

○部会長 子宮がん部会の強い勧めがあったとお伝え願いたい。 

○厚生連 報告させていただく。 

 

（協議事項④国が推奨する検診以外の検診について、資料６、７により事務局から説

明のうえ、意見交換を行った。） 

○部会長 指針が出るのはいつか。 

○事務局 ２０１９年度以降である。早ければ４月以降になると思われる。 

○部会長 あと１５分程だが、忌憚のない御意見をいただきたい。 

○田中委員 超音波検診について、自分は秋田市の子宮がん検診の担当理事をしてい

る。手元に資料がないので分からないが、秋田市は４００万位の予算で７千人を対象
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にし、去年の速報値だと卵巣がんを２名発見している。今年度も中間値で既に１名発

見しているので、いろいろな議論があると思うが超音波を実施したほうが有益だと思

う。もうひとつ、資料７の９ページではＨＰＶ検査を推奨しないということだが、将

来的にはＨＰＶ併用検診を考えても良いのではないかと思う。資料１の１２ページを

御覧いただきたい。右から２番目、秋田県はがん発見率０．０３、私の記憶している

中でＨＰＶ検査をしている石川県は０．０８、島根県は０．０７と、併用検診をして

いる県はがん発見率が高いのではないかと思う。いろいろな考え方があってどれが正

しいかは分からないが、今のところはできれば決め打ちをせず、柔軟に情報を集めて、

より良い検診を議論していくべきではないかと思う。 

○佐藤委員 前提として、秋田県で実施しているのは卵巣がん検診ではなく婦人科超

音波検診であり、卵巣がん以外も発見できるような超音波検査をしている。卵巣がん

検診をしているという国の評価は必ずしも完全一致はしていない。また、科学的根拠

に基づかないという表現だが、国が出しているのは欧米の根拠であって、日本の根拠

は存在しない。子宮頸がん検診の受診間隔が２年に１度で良いというのも欧米のデー

タで、欧米がなぜ２年に１回で良いかというと受診率が８～９割であり、日本がこれ

だけ受診率が低い中、検診の機会をより多く提供していくのが行政の努めと考える。 

〇軽部委員 欧米では、検診にかかった費用から、検診によるがん発見者の費用対効

果を計算している。効果が費用を上回れば、その検診方法は有用と判断される。本県

の超音波検診は卵巣がんだけを発見するものではない。子宮体がんのスクリーニング

も行われている。近年増加傾向にある卵巣がん、子宮体がんを発見するために、超音

波検診は全ての市町村で行うべきと考える。佐藤委員の御意見とも重複するが、日本

では子宮頸がん検診の受診率が低い。欧米では子宮頸がん検診時に、感度の高いＨＰ

Ｖ検査と細胞診が同時に行われており、受診率も高い。さらに、子宮頸がん予防ワク

チンの接種率も非常に高い。日本と欧米においては、検診方法や子宮頸がん予防の状

況が全く異なっているので、検診間隔を欧米と同様に行うということは受け入れられ

ない。子宮頸がんの好発年齢は３０代である。ＨＰＶ検査を組み入れていない細胞診

のみの検診であれば、若年女性については年 1回の検診が必要と考える。 

○大山委員 超音波検診については卵巣がんが急激に増大するタイプとゆっくり増

大するタイプの二つを考えなければいけない。徐々に増大する卵巣がんについては検

診が向いていると思うし、欧米に比べて日本はそういうタイプが多い傾向にあるので、

現在普及している超音波検診をやめるのではなく継続することが必要である。また、

子宮体がん検診については細胞診での検診が減っており、超音波で子宮体がんも見つ

かっている。今すぐ超音波検診は不要だという結論には至らない気がする。情報をも

う少し集めて検討すべき課題かと思う。 

○提嶋委員 基本的には委員が言われたとおりであり、超音波検診にしても検診間隔

にしてもいろいろ討議して決めたものなので、今後も維持しつつ、国や検診のあり方
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に関する内容も変わると思うので、あまり拙速に方針は変えない方が良いと思う。 

○部会長 委員のお考えを是非参考にしていただきたい。外国は国によって費用対効

果をかなり厳しく見るところもあるし、特に子宮頸がんの場合、ワクチンの普及率も

全然違う。指針に基づかない卵巣がん検診を実施している市町村名が出ているが、人

口減少に悩み、なるべくいいサービスをしようという地域が逆にやり玉にあがってい

て、都会でメカニカルにやっている地域は出ていない。ある程度、現場の状況に基づ

いた判断も必要だと思うし、提嶋委員に上手にまとめていただいたが、委員の御意見

が我々の総意だと認識している。 

 

（その他について）  

○部会長 あと５分程度だが、委員や事務局から追加等あるか。 

○事業団 巡回型の市町村検診とは話題が異なるのだが、事業団で実施している職域

検診の子宮がん検診について情報提供したい。実は、職域検診の子宮がん検診におい

て前年度に要精検になり精検受診をしないまま昨年受けた方がいた。当日執務した医

師が不正出血を発見し、すぐに病院受診を勧奨して山王レディースクリニックを受診

し、結果は扁平上皮がんという判定となった。その後、山王レディースクリニックの

津田先生より、精検受診者を放置していたことは大変問題であるとお叱りを受け、内

部で対策を検討した。昨年、医師会の中央検診委員会でも職域の未受診者対策が難し

いという話題が出て、事業所なのでプライバシーの問題もあり、なかなか進めにくい

ということがあったが、こういう問題が起きたとなれば、積極的に受診勧奨していか

なければならないということになり、今年度の検診が全て終了したところで精検の結

果が返ってきていない未受診者に対し、事業所を通じて受診勧奨を積極的にしたいと

考えている。なるべく精検受診率１００％に持っていきたく、この場を借りて報告さ

せていただいた。厚生連の都合もあると思うが、同じような活動をしていただければ

幸いと紹介させていただいた。 

○部会長 厚生連から何かコメントはあるか。 

○厚生連 現在、市町村検診については市町村が勧奨しており、職域については病院

から勧奨はしていないが、やはり勧奨して良いかどうか迷ったということは聞いてい

る。そこも職場と調整しながら、なるべく可能な限り前向きに進めていきたいと思う。 

○部会長 精検受診の勧奨について、検診機関としてはプライバシーの問題があると

思う。 

○田中委員 最後に、ＨＰＶワクチンについてお聞きしたい。非常に有効性があると

思っているが、残念ながら積極的な勧奨は中止されており、データを見ても本県は悪

い方なので、もし県の考えがあれば教えていただきたい。 

○事務局 ワクチンについては当課の所管ではないが、学会等ではワクチン接種の有

効性はあるとして推奨していることは十分理解している。国は現在検討中ということ
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で市町村も準じている状況であり、県では、現時点では具体的に申し上げるような情

報がないというのが実情である。 

○部会長 ワクチンの副反応について秋田大学に連絡があれば自分が対応している

が、４～５年前、６人を診て明らかに副反応ではないと判断されたのが５例、１例が

中学の頃に否定できない症状が出たというのがあった。ここ２年くらいは誰も来てい

ない。検診と違い早期発見のレベルではなく、ワクチンを接種した世代の間隔が開く

と集団免疫が成立しなくなる。普及率が上がると受けていない人が守られる効果もあ

り、田中委員の質問も大事なことかと思うので、今後の見解を期待したい。他になけ

ればこれで議事を終了する。        

 

 以上                                                      


