
第５章

がん検診受診向上研究会

Summary

　「5.1.研究会の開催」･･･平成21年度は2回の会議と2回の検討部会を開催した。
　　　　　　　　　　　平成22年度は2回の会議と1回の効果検証部会を開催した。

　　　　　　　　　　　平成23年度は2回の会議と1回の効果検証部会を開催した。
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5.1.　研究会の開催

　各事業は、研究会の会議において報告と協議を行った上で実施にあたった。

5.1.1.　平成21年度

平成 21年度
第 1回研究会

日時：21年 8月 5日（水）
場所：三川町公民館ホール

出席者：委員 38名
内容：事業説明

　①講演「庄内地域の胃・大腸がん検診のこれまでの取組み」

　　講師：酒田地区医師会長　本間　清和　氏

　②事業説明

　　○がん検診受診向上研究事業（案）について

　　○庄内地域におけるがん検診の現況について

　　○がん検診実態アンケート調査結果（中間報告）について

　

　③意見交換

　主な委員意見：

　・がん検診の体制について･･･検診機関、労働基準協会、健保組合等から、受付事務や検

診の時間設定、土日実施状況等について説明があった。

　・がん検診の啓発について･･･市町、医師会、商工会議所、産業保健センター、専門家等か

ら啓発の取組みについて説明があった。職域分野、特に 50人未満事業所への周知につ
いて関係機関が連携することが重要等の意見があった。

　・がん検診と医療費の関係について･･･保健所長、医師会、専門家等から検診受診向上と

医療費の相関関係に関するデータを出していくことが重要等の意見があった。

平成 21年度
第 2回研究会

日時：22年 2月 23日（火）
場所：庄内総合支庁講堂

出席者：委員 25名
内容：報告・協議

　○平成 21年度事業報告
　　・「働く人のがん検診受診向上研究事業」事業展開

　　・「がん検診実態アンケート調査」結果報告

　　・「検討部会」開催概要・議事報告
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酒田市で実施してきた講演活動や、がん検診申込み方法の見直しの取組みによ
り、申込み者数が大幅に増加した事例を紹介いただいた。

実態調査の実施状況と結果について中間報告を行った。

実施要領の作成と事業概要について説明を行い、事業を実施していくことの承
認を得た。

地域・職域における「がん検診」の現況について説明を行い、当地域のがん検診
受診者数の把握方法の考察について説明を行った。



　主な委員意見：

　・実態調査から抽出された課題について、費用の事業所負担の実態について知ることが

できた。業種については「飲食業」で受診状況が悪いが、早朝～午前にかけての検診時

間では受診が困難との声が聞かれる。

　○平成 22年度事業計画
　　・働く人のがん検診受診向上モデル事業（案）

　

　　　

　主な委員意見：

　・本事業はモデル事業なので、庄内町で実施してどのように他の地域へ拡げていくかに

ついては、もっとも重点を置いた評価が重要。プロセス評価が有効。

　・庄内町では平成 22年度から検診無料化を予定しているが、無料化とモデル事業の効
果を分けて検証する必要がある。

　○庄内地域の「地域」「職域」がん検診受診者数の把握

　　　　

　主な委員意見：

　・協会けんぽの受診者数が増えたのは、①特定健診の導入で、市町村の人間ドックを受

診していた従業員が、協会けんぽの「生活習慣病予防健診」に切替えたこと、②検診・

医療機関の側から、事業所に対して「生活習慣病予防健診」への切替えの勧奨があった

こと、によると考えられる。

　○庄内地域の「がん」に関する統計

　

　　　

第 1回
検討部会

日時：21年 10月 1日（木）
場所：庄内総合支庁 12・13号会議室
出席者：地域関係者、検診機関、市町等 18名（主に南庄内地域）
内容：

　①事務局説明

　　○庄内地域における「がん」の現況
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３ヵ年度事業の２年度目として、庄内町をモデル町に設定して、「職場でがん検
診の受診機会の無い従業員」をターゲットとしたモデル事業を実施することを
説明した。

当地域における受診者数調査を実施し試算として取りまとめた旨説明し、会議
資料として提示した。平成１８年度から２０年度にかけて、総受診者数（特に
職域検診受診者数）が増加傾向にあることを確認した。

資料を作成・公表したことを報告し、部位別の罹患率・死亡率・受診率につい
て説明を行った。

当地域のがん死亡率、がん検診受診率を説明した。

実態調査の実施と検討部会の開催を中心として、事業を展開したことについて
報告を行った。



　　○がん検診受診向上研究事業におけるターゲット像

　　○がん検診受診についての具体的な流れ

　②協議

　委員意見：

　・車の運転ができないことで受診をやめている。

　・子育て年齢にある女性は、自分のことがいつも最後になっている。

　・主婦の視点では、特典としてのポイントや託児があればよいと思う。

　・女性としては、検診車で検診衣を着るのが嫌だった。検診車の中で男性と一緒に待っ

ているのも恥ずかしく、嫌な思いをした。そのため、他の人が終わる頃に受診する。

　・女性にとっては、乳がん検診・子宮ガン検診の検診担当医師や技師が同姓であればさ

らに良いと思う。

　・孫やひ孫から言われれば、受診に進むと思う。

第 2回
検討部会

日時：21年 10月 20日（火）
場所：庄内総合支庁 31号会議室
出席者：地域関係者、検診機関、市町等 16名（主に北庄内地域、企業関係者）
内容：

　①事務局説明　⇒　第 1回検討部会と同様
　②協議

　委員意見：

　・社員ががんで、長期間職場から離れるのは企業としても困る・痛手である。

　・啓発物の配付についても、配付場所を選ぶことで関心の高い人に配布できている。

　・また、中小企業でも担当者の熱意があるところは、受診率の高い企業が多い。

　・啓発は対面で話すことが、最も効果があると思う。人と人が向かい合って話すパター

ン。口コミで伝える人が多ければ、多いほど色々な人に届くだろう。

5.1.2.　平成22年度

平成 22年度
第 1回研究会

日時：22年 8月 25日（水）
場所：庄内総合支庁講堂

出席者：委員、オブザーバー　42名
内容：

　①講演「がん検診受診率 60％を達成するために、地域・職域それぞれの役割とは
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ファシリテーション形式で進行し、参加者より出た意見等をホワイトボードに
記載しながら議論を進めた。

市町で実施するがん検診を受診するための、具体的な流れについて説明した。

実態調査の結果を基に「職場でがん検診の受診機会の無い従業員」を検診受診
に導く必要性について説明した。

ファシリテーション形式で進行し、参加者より出た意見等をホワイトボードに
記載しながら議論を進めた。



　　　　　～各地の事例をまじえて～」

　　講師：福吉潤氏（株式会社キャンサースキャン）

　②報告・協議

　　○働く人のがん検診受診向上モデル事業計画について

　　　・クイック・レディース検診について

　　　・リーフレット等による周知・広報の取組み

　　　・効果検証について

　

　主な委員意見：

　・取組み全体の評価と、その中でモデル事業の評価をどうするか検討する必要がある。

　・評価をできるだけ早く他地域に情報を流すことが大切である。

　・対象が量的に少ないため、解析は難しいかもしれないが、傾向をつかむ意味では重要。

　　○各市町のがん検診の取組み

　　○その他

　　　・庄内地域の「がん」に関する統計一覧の更新

　　　・庄内地域の「地域」「職域」がん検診受診者数の把握

その他：

　・研究会開催にあたり、プレスリリースを行った。

　・後日、荘内日報紙に記事が掲載された。

平成 22年度
第 2回研究会

日時：23年 3月 1日（火）
場所：庄内総合支庁講堂

出席者：委員、オブザーバー　33名
内容：報告・協議

　○H22働く人のがん検診受診向上研究事業【実施報告】
　　・モデル事業と庄内町のがん検診の取組み

　　・アンケート調査　中間報告
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モデル事業の推進と、地域内のがん検診受診向上を目指すために必要な考え方
を教示いただいた。

・がん検診受診に結びつけるには、「意識の向上」⇒「障害の排除」⇒「きっかけ
の提供」による行動変容が必要

・そのためには、「個別受診勧奨」「正確な受診率把握」「職域検診の役割」が重要

モデル事業の進行状況と今後の予定を報告した。

管内５市町で実施しているがん検診対策について、説明があった。

資料【第２版】を作成・公表したことを報告した。

当地域における受診者数調査を実施し試算として取りまとめる旨説明し、関係
委員に対して協力を依頼した。



　○H23働く人のがん検診受診向上研究事業【事業計画】
　

　主な委員意見：

　・クイック検診とレディース検診は混乱なく実施できた。

　・女性をターゲットとする際は、子どもからの勧奨が有効なことが分かる。

　・本当にがん検診に興味が無い人には、更に別の受診勧奨の検討が必要。

第 1回
効果検証部会

日時：23年 3月 1日（火）
場所：庄内総合支庁講堂

出席者：効果検証部会委員、オブザーバー　15名
内容：協議

　○モデル事業アンケート調査の効果検証の方法について

　主な委員意見：

　・各論について、分析材料の細分化、まとめ方の分類見直し等について意見聴取。

　・データ版、文章版、概要版を作成して見せ方に工夫を。

5.1.3.　平成23年度

平成 23年度
第 1回研究会

日時：23年 9月 28日（水）
場所：庄内総合支庁講堂

出席者：委員　27名
内容：報告・協議

　○「働く人のがん検診受診向上モデル事業　効果検証報告」について

　　　　

　主な委員意見：

　・概要はコンパクトに分かりやすくまとまっている。報告書も各章の summaryに端的
に説明が掲載されており、かつデータも詳しく掲載されている。

　・庄内町では、今年度も PRに力を入れ、また日曜検診等も実施する予定。
　・各市町、検診機関においても報告内容を参考に、事業を検討する。

　○各機関のがん検診の取組み

　○その他
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モデル事業の効果検証を実施して報告書を作成した。報告の内容について説明
を行った。

モデル事業の実施状況を報告した。また、アンケート結果について報告した。

23年度事業について説明を行った。

管内５市町で実施しているがん検診対策について、説明があった。

アンケート調査結果を報告し、協議を行った。



　　　・庄内町フォロー調査について

　　　・庄内地域の「地域」「職域」がん検診受診者数の把握

その他：

　・研究会開催にあたり、プレスリリースを行った。

　・後日、荘内日報紙に記事が掲載された。

平成 23年度
第 2回研究会

日時：24年 3月 9日（金）
場所：庄内総合支庁講堂

出席者：研究会委員　30名
内容：報告・協議

　○H23がん検診受診向上研究事業【実施報告】
　　・庄内地域における地域・職域がん検診受診者数把握調査報告

　　・働く人のがん検診受診向上モデル事業フォロー調査報告

　　　　

　主な委員意見：

　・職域検診対策の重要性がわかる。専門家にも周知してほしい。

　・こんなベーシックなデータが今までなかったということに驚いた。

　・未受診者対策は、誰でもがんになるという意識付けをどのように持っていくかが

重要だと思われる。

　・情報の捉え方はそれぞれなので、個々に応じたことをやっていく以外にない。

　○働く人のがん検診受診向上研究事業の総括

第 2回
効果検証部会

日時：23年 9月 13日（火）
場所：庄内総合支庁 41号会議室
出席者：効果検証部会委員、オブザーバー　17名
内容：協議

　・「働く人のがん検診受診向上モデル事業　効果検証報告」について

　主な委員意見：

　・概ね良いが、各論について見直しが必要な箇所がある。

　　（サブタイトルの追加、summaryの再検討、アンケート項目の結果を表にする等）
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報告書案を提示・説明し、協議を行った。

庄内町においてモデル事業のフォロー調査を実施する予定であることの説明
を行った。

当地域における受診者数調査を実施し取りまとめ、公表する旨説明し、関係委
員に対して協力を依頼した。

受診者数把握調査とフォロー調査を実施して報告書を作成した。報告の内容に
ついて説明を行った。

3ヵ年の事業について報告した。



研修会

（行政栄養士

研修会との共

催）

日時：24年 3月 9日（金）
場所：庄内総合支庁講堂

出席者：研究会委員他　40名
内容：

　①講演「コミュニケーション戦略　～効果のある伝え方を目指して～」

　　講師：秋山美紀氏（慶應義塾大学総合政策学部准教授）

　②事例発表

　　発表者：鈴村沙織氏（慶應義塾大学総合政策学部（学生））

　②グループワーク「実例に基づいた案内チラシの再検討」

　　助言者：秋山美紀氏（慶應義塾大学総合政策学部准教授）
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・情報を伝えるには、効果的なヘルスコミュニケーションキャンペーンの必要

性を教示いただいた。

・子宮頸がん・乳がん予防啓発を目的として活動している団体「女子大生リボ
　

ンムーブメント」の活動について発表があり、豊島区の事例では効果的な啓発に
　

より、特に20歳の受診者数が大きく増加したことを教示いただいた。

・がん検診啓発の企画案（目的・対象者・メッセージ）を話し合った。　


