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■　事業展開
平成21年度 平成22年度 平成23年度

モデル事業の効果検証・波及  

■ 『効果検証部会の開催』
○ 専門家を招集して効果検証について検討

■ 『フォロー調査の実施』
　○ 庄内町で未受診者に対する調査を実施

■ 『事業効果の波及』
　○ 研究会の事業を通じて、事業効果を波及

■ 報告書の作成・公表
　○ モデル事業効果検証報告
　○ モデル事業フォロー調査報告

庄内地域健康づくり協議会（地域・職域連携推進協議会）
　○ 構成ﾒﾝﾊﾞｰ ： 地区医師会・労働基準監督署・労働基準協会・商工会議所・地域産業保健センター・検診機関・市町健康課などで構成

 がん予防講座  ○ 事業所に対する「がん予防講座」の実施 　　　　○ 対象：従業員規模50 人未満の事業所

 

がん検診受診向上モデル事業 
庄内町をモデル町として「職場で受診機会の

無い従業員」をターゲットとした事業を実施。

■ 『レディース検診』
○ 女性の阻害要因に配慮した検診

■ 『クイック検診』
　○ 男性の阻害要因に配慮した検診

■ 「子供から家族への受診勧奨」
　○ 小学生から家族へ受診を勧める
　　リーフレットを配布

  

課題抽出
■ 　がん検診実態アンケート調査
　○ 対象：庄内管内の事業所
　○ 内容：「事業主」・「従業員」のがん検診
　　　　　に関する実態・意識を調査

■ 　検討部会

　○ 参集者：広く地域の関係者を参集
　○ 検討内容

　・ モデル事業の検討
　・ 周知・啓発方法の検討

 

（４）会議の開催　計 6回開催

 

（３）庄内地域の「地域」「職域」がん検診受診者数の把握　当地域の全受診者数はあく調査の実施、報告書作成・公表

 

（２）庄内地域のがんに関する統計一覧　資料作成･公表

がん検診受診向上研究会  
　○ 構成ﾒﾝﾊﾞｰ ：上記協議会メンバーに「慶應大先端研からだ館がん情報ステーション」「産業保健従事者」を加え構成（計 22団体）
　○ 内容 ： がん検診受診向上モデル事業の企画・実施・事業評価検証、効果的な周知啓発方法の検討、受診者数の把握方法検討など

 

（１）働く人のがん検診モデル事業
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がん検診受診向上研究事業実施要領

（目的）

第１条　庄内地域はがんによる死亡率が村山・置賜地域に比べ高い状況にある一方、胃が

ん・大腸がんの検診受診率は相対的に低い傾向にある。本事業は、庄内地域における

「がん検診」の受診向上を図ることにより、がんの早期発見・早期治療を促進していく

ことを目的とする。

（事業概要）

第２条　本事業の内容は、次の事項に掲げるものとする。

　（１）がん検診にかかる実態把握・課題抽出

　（２）がん検診受診向上にかかる事業の企画・立案

　（３）がん検診受診向上にかかる事業の実施・運営

　（４）がん検診受診向上にかかる事業に対する評価・検証

　（５）その他目的達成に必要な事項

（がん検診受診向上研究会の設置・運営）

第３条　本事業の推進にあたり「がん検診受診向上研究会」（以下「研究会」という。）を設置

する。

２　研究会は、別表１に掲げる委員をもって構成する。

３　研究会の委員長は、庄内総合支庁保健福祉環境部長とする。なお、委員長は必要に応じ

て委員長の職務を代行する者を委員の中から指名することができる。

４　委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に出席を求め、意見等を求め

ることができる。

５　委員長は、必要があると認めるときは、検討内容に応じて委員及び委員以外の関係者に

出席を求め、検討部会を開くことができる。なお、検討部会の会長は委員長が委員の中か

ら指名する。

６　研究会の事務局は、庄内総合支庁保健企画課に置き、運営に関する事務を行う。

（専門委員）

第４条　本事業の推進にあたり、がん予防の専門的立場からの指導・助言を求めることを目

的として別表２に掲げる専門委員を置く。

２　専門委員は、研究会における検討事項について指導・助言を行う。

３　専門委員は必要に応じて専門委員による会議を開くことができる。このとき、専門委員

以外の関係者に出席を求める場合は、委員長に対して要請をすることができる。

（その他）

第５条　この要領に定めるもののほか、当事業の推進にあたり必要な事項は委員長が別途定

める。

　　　附　則

　この要領は、平成２１年８月５日から施行する。

　この要領は、平成２４年３月９日から施行する。
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【別表１】 がん検診受診向上研究会委員

社団法人鶴岡地区医師会
社団法人酒田地区医師会十全堂

社団法人鶴岡地区医師会荘内地区健康管理センター

財団法人山形県結核成人病予防協会庄内検診センター

庄内労働基準監督署

社団法人鶴岡労働基準協会

社団法人酒田労働基準協会

鶴岡商工会議所

酒田商工会議所

山形県中小企業団体中央会庄内支所

鶴岡地域産業保健センター

酒田地域産業保健センター

全国健康保険協会山形支部

慶應義塾大学（先端生命科学研究所からだ館がん情報ステーション）

産業保健従事者

鶴岡市健康課

酒田市健康課

三川町福祉課

庄内町保健福祉課

遊佐町健康福祉課

庄内総合支庁保健福祉環境部

庄内保健所

【別表２】専門委員

 鶴岡地区医師会が推薦する医師

 酒田地区医師会が推薦する医師

 庄内保健所長
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 働く人のがん検診受診向上モデル事業　連載コラム 

第１回　【がん対策における保健所の機能】　庄内保健所長　(23.9.28)
　お隣の韓国では、政府が国家プロジェクトとしてがん検診に取り組んでいますが、わが国での地域

におけるがん検診の実施主体は市町村になります。

　県の機関である保健所としては、地域住民の健康づくりの一環として、死因の第一位であるがんの

二次予防に参画することは重要な視点と考えます。そのため、地域がん検診の課題に対して、どのよ

うに関わることができるか検討を重ねました。

　このようなことから、保健所がお手伝いをさせていただくとすると、課題解決に向けて市町村と一

緒になって取り組む中で、今回のようなモデル事業で役割の一端を担うという方法になりました。

　このような共同事業ですから、今回の事業を計画した保健所と、実際に検診を実施している町との

視点の違いから、町の職員に御苦労をお掛けしたことが多かったと思います。

　しかしながら逆に考えますと、視点の違いがある中で一緒にやらせていただいたことで、お互いに

参考になった事柄も多かったと考えています。

　この報告書等は他の自治体はもちろんのこと、職域機関や検診機関等にとっても、有用な視点で書

かれている部分が多く、御活用いただけるものと考えています。

第２回　【医師が勧めるがん検診】　庄内保健所長　(23.10.7)
　諸外国、とりわけイギリスやアメリカにおいては、わが国とがん検診体制に違いがあるものの、既

に医師からの受診勧奨が実施されています。わが国においても「医師が勧めるがん検診」の取組みに

ついて一考が必要です。日本医師会では、平成21年度末に日本医師会員に小冊子「かかりつけ医のた

めのがん検診ハンドブック」を配布しています。

　今回の事業では、町の病院と開業していらっしゃる医師全員を訪ね、協力を依頼しました。準備し

たものは各医院で患者さんに配っていただくリーフレットと、上記ハンドブックです。リーフレット

は、申込先が分かりやすいように、役場の連絡先を明記しました。ある医師は既にこのハンドブック

を準備されているなど関心が高く、かなりの効果が期待できると考えました。

　しかし、今回実施したアンケート調査によれば、医師からの勧めが受診のきっかけになった方は、

複数回答の中で３名だけであり、全体の1％に満たないことがわかりました。

　このことにより、この受診勧奨の取組みが無効だと決めるのではなく、仕掛けをさらに入念に計画

すること、医師に何らかのインセンティブを準備すること、伝えるべき相手を明確に打ち出すこと、

他、様々な検討が必要だと考えます。

　なお、今月秋田市で開催される日本公衆衛生学会総会の自由集会において、「がん検診受診向上：

がん検診受診向上に果たす医師の役割」を開催し、議論を深めることとしておりますので、ぜひ足を

お運びください。

（参考）

・「かかりつけ医のためのがん検診ハンドブック」は下記 URL（厚生労働省）からダウンロードできます。

  http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/gan_kenshin.html

・第７０回日本公衆衛生学会総会 http://jsph70.umin.jp/

第３回　【広報誌による周知／リーフレットによる周知】　　庄内保健所　健康企画･調整担当　(23.10.14)
　通常、自治体のがん検診の周知には広報誌やホームページ、申込書の個別通知が用いられます。今回

のモデル事業では「職場でがん検診の受診機会のない方」をターゲットとしましたが、これまで町の

がん検診を受診していない方に対して、より効果的な情報発信を行う必要があると考え、カラー印刷

によるリーフレットを作成しました。

　作成にあたっては、ターゲットを絞ったリーフレットのあり方を意識したところです。会議※の場で

は株式会社キャンサースキャンの福吉潤氏や慶應義塾大学総合政策学部の秋山美紀准教授をはじめ、

多くの関係機関より有益なご意見もいただきました。
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　リーフレットによる周知については、町役場から町民への発信のほかに、職域機関と連携し、事業

所から従業員へ情報が伝わるように取組みました。

　町のがん検診受診者３００人余に実施したアンケート調査の結果によれば、これまでもがん検診を

受診していた方は、自治体の広報で情報を目にしている方が多い一方、これまで受診していない方は

広報に目を通していない傾向にあることが分かりました。また、これまで受診していない方は、リー

フレットの効果が高いことが分かりました。

　自治体や、検診実施者もしくは受託者が、今後受診率を向上させるためには、未受診者をターゲッ

トとした啓発が必要となります。そのためには、いかに対象者に対して情報を届けるか（方法、経路、

デザイン、等）、どういう情報を伝えるか（対象者向けになっているか、誰が発信しているのか、受

診を妨げる要因にどう対応するか、検診費用のお得感、等）、ということについて入念な検討が不可

欠と考えます。

※　平成２２年度第１回がん検診受診向上研究会（H22.8.25 開催）

第４回　【市民参加型の実行委員会には至らなかった】　庄内保健所長　(23.10.25)
　がん検診の事業を推進にあたり、幅広い層の方々に参加をいただくことで、住民の視点に立脚した

進め方が出来るのではないかと考えます。例えば、国立がん研究センターでは、がん検診啓発リーフ

レットの作成過程において、一般市民の外部評価を実施しています※１。

　今回のモデル事業では、前年度（H２１年度）にがん検診に係る課題の整理を模索する中で、その方

法として事業所と従業員を対象としたアンケート調査※2の他に、地域住民の意見を取り入れることを

目的として「検討部会」を開催し、幅広い層の方に集まっていただきました。

　その場で出していただいた意見としては、事業主の方から「経営者としては、メリットがあると検

診受診に積極的に取り組める」、託児関係の方からは「子育て年齢の女性は、自分のことがいつも最

後になってしまう」、老人クラブの方から「孫やひ孫から勧められれば、高齢者の受診が進むと思

う」、在宅保健師の方から「かかりつけ医師が言ったことは、本人の頭に残っていると感じる」、メ

ディア関係の方から「口コミで伝える人が多ければ色々な層に情報は届くのでは」、などがあり※3、望

まれる検診のあり方やその PRについての金言と捉えて参考といたしました。

　モデル事業を推進するにあたっても、このように市民を巻き込んだ手法により進めたいところでし

たが、円滑な実施にこぎつけるためには、諸作業を効率的に遂行したい気持ちが強く、町と検診機関、

保健所の実務的な実施計画によって行ったところです。

　計画の段階から実施に至るまで、継続して市民が参加する実行委員会があれば、今回の事業に違っ

た結果が見られたかも知れません。

※１　詳しくは、「科学的根拠に基づくがん検診推進のページ（国立がん研究センター　がん予防・検診研究センター 

検診研究部　検診評価研究室）」をご覧ください。⇒　http://canscreen.ncc.go.jp/

※２　がん検診実態アンケート調査：報告書を庄内保健所ホームページに掲載しています。

　　　 ⇒　http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/shonai/337021/gankenshin.html

※３　詳しくは、「がん検診受診向上モデル事業効果検証報告」の『参考資料２』をご覧ください。

　　　 ⇒　http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/shonai/337021/ganmodelkoukakensyou.html

第５回　【モデル事業の実施を通して】　庄内町保健福祉課　(23.10.31)
　庄内町は、平成１７年度より「元気でご長寿日本一の町づくり」をまちづくりの重点プログラムの

ひとつに掲げ、健康づくりに力を入れてきました。これを更に推進するために、平成２２年度より、

町の施策としてがん検診の無料化を実施しました。それに併せて、「がん検診受診向上研究会」のモ

デル事業を引き受けて、庄内保健所等の関係機関と連携してがん検診受診の向上を目指すこととなり

ました。

　町の実施するがん検診は、国保等の加入者はもちろんですが、町民全体の健康を考えれば職場で働
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く人にも多く受診してほしいと考えております。しかしながら、職場でがん検診があるかを正確に把

握することは困難であり、また勤務先が町外の方も多いため、これまで効果的な受診勧奨が難しい状

況にありました。今回のモデル事業を進めていく上で、効果的な受診勧奨を念頭に置き、広報物（リ

ーフレット、ポスターなど）の内容、対象や配布先の工夫などをした結果、受診者数が増加したこと

に大きな成果を得たと考えます。

　また、クイック検診とレディース検診の実施にあたっては、本町として実施する検診では初めて、

時間帯指定の事前予約制としました。申込み受付にあたっては、懸念材料として庁舎が２箇所に分か

れていること、また課内の様々な職員が応対することがあり、①効率的な受付のために様式の整備※と、

②随時情報を確認するために共有の名簿ファイルの整備を行いました。そのおかげで大きな混乱もな

く取りまとめることができました。

　また、アンケート調査の実施を通して町民の要望や意見を知ることができたことから、今後の町の

事業につなげることができると考えています。
（参考） 庄内町役場ホームページ⇒　http://www.town.shonai.lg.jp/

第６回　【ホームページを活用した情報発信（しかしそれは有効だろうか）】　庄内保健所長　(23.11.4)
　当報告書については情報伝達の手段として、保健所のホームページにも掲載することにいたしました。

過去、平成21年度に、庄内地域の事業所と従業員の方に協力いただいた「がん検診実態アンケート調

査結果」について掲載したところ、様々な方、特に他県の自治体職員の方から、ご質問やご意見をお

寄せいただきました。今回も多くの方にご覧いただき、ご自分の地域、組織のがん検診にお役立てい

ただければ幸いです。

　ところで、当報告書の作成にあたっては、その効果検証方法と導かれる結果の妥当性を確保するた

めに、「効果検証部会」を開催して専門家からご指導を頂戴しました。多くのご意見のほかに、少な

からず「報告書としては充分な内容となっている」旨の嬉しいお話しをいただきましたが、その中で

「報告書として、きちんと作りすぎており、実施した側の見えない工夫や苦労が見えてこない」との

ご指摘をいただきました。実際に報告書を見ていただく際に、実はそういったことが大事なのではな

いかと、膝を打ちました。

　早速、報告書にコラムという形で掲載する方向で検討を始めました。情報の充実のため、保健所だ

けでなく関係機関からも“生の声”としての情報提供をお願いすることとしました。一方、コラムを

報告書に掲載することになれば、トーンを合わせる必要があり、堅苦しくなってしまいます。また、

単純に報告書のページ数が増えることが懸念されました。

　そこで、ざっくばらんなコラムという形でホームページに掲載することにしました。また、主に他

自治体の職員の方に目にしていただくには、ホームページを通じた情報の発信が、もっとも効果的で

はないかと考えました。それに加えて、連載という形式にすれば、旬な情報の提供も織り交ぜること

ができます。

　ご覧いただく対象や内容を考えれば、このような情報に関してはホームページ掲載の有効性が高い

と考えております。

第７回　【モデル事業の受託検診機関として】　（財）山形県結核成人病予防協会庄内検診センター　(23.11.11)
　庄内検診センターでは、モデル事業を受託した庄内町のほかに、酒田市、遊佐町の住民向けと、事

業所向けの健康診断・がん検診を実施しています。がん検診の受診者数を伸ばす取り組みは当センタ

ーにおいても重要な課題となっており、各自治体や事業所と連携して実施にあたっているところです。

　このたびのモデル事業の実施にあたっては、庄内町及び庄内保健所と綿密な検討を重ねたため、大

きな混乱もなく実施できましたが、検診を通して認識できた課題もありました。

　時間帯により人数を制限した検診であるために、各検診セクションでは受診者の流れに余裕があり、
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受診される方にとっては、大変スムーズに受けられたことで利便性は高かったと思いますが、その反

面各セクションに空き時間が多くなり、効率面を考える工夫の余地がありました。具体的には、各受

付時間内での人数を増やしたり、検診の順序（流れ）について見直すなど改善が必要と思います。

　またクイック検診では「がん検診のみの受診者」と「人間ドック受診者」の時間帯を分けることで、

より効率的になると感じました。

　レディース検診について、乳がん検診は年齢により項目が異なる※ため、検診所要時間に格差が生じ

ます。受付の時間帯を年代別にまとめることも、一つの方法であると考えます。

　

　そのほかには、レディース検診の実施については、女性医師と女性スタッフの確保が課題です。今

回はモデル事業としての実施であったため実現しましたが、今後恒常的に実施していくには難しい面

ではあります。検証結果では女性医師・スタッフのニーズが高いことが分かりましたので、今後の事

業を考える上で検討材料としていきたいと思います。
　※　40 歳未満は視・触診のみ、40 歳以上はマンモ併用

（参考） 財団法人山形県結核成人病予防協会⇒　http://www.yamagata-yobou.jp/

第８回　【未受診者に対するアンケート調査の実施】　庄内保健所　健康企画･調整担当　(23.11.18)
　モデル事業では、その効果を測るためにアンケート調査を実施しました。クイック検診とレディー

ス検診を受診した方の全員、及び通常の検診を受診した方の一部を対象として、職場の状況やがん検

診に対する実態・意識を確認しました。その結果、モデル事業の取組みに一定の効果が認められまし

た。

　その一方、モデル事業の周知をしてもなお町の検診を受診していない方の意識を確認することで、

別の視点から効果を確かめることができるのではないかと考えました。そこで今年度、過去３年間胃

がん検診を受診していない方の一部を対象として「フォロー調査」を実施しました。これは、対象者

に調査票を個別送付し、同封した返信用封筒（受取人払）で提出をお願いしたものです。

　併せて、再受診勧奨の更なる強化ができないかと検討し、モデル事業の効果検証によりわかった

「受けたことがない方」の特徴（「無料」「個別勧奨」「家族からの勧奨」が比較的有効性が高い。

「面倒」「申込先・申込み方法が不明」により受診しない。）に訴えかけるリーフレットを作成して、

同時に配布しました。

　また、通常この時期の町の検診申込みは、電話での受付ですが、今回の取組みに合わせて調査票に

申込み記入箇所を記載し、調査票の提出により同時に申込みが完了する仕組みとしました。

　１，０８７人に送付し、約４５０人からアンケートの回答をいただいております。（保健所注：こ

の結果については、「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」により公表しまし

た。）

第９回　【保健所保健師の立場から考えるがん検診対策】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庄内保健所　健康企画･調整担当（保健師）　(23.11.25)
　庄内保健所は県型の保健所です。

　従って「がん検診」はその主体として取り組む事業ではありませんが、日頃のがん対策として「保

健所長の健康講座」「地域ふれあい講座」などで企業や団体に「がん検診」受診の啓発事業を行なっ

ています。また、今回は庄内町をモデル地区として共同で事業を展開することができました。

　「がん検診」は、昭和５８年「老人保健法」で法的根拠を得て、財政的には補助金として「がん検

診」が位置づけられました。この頃、山形県では受診率の向上のため、保健所の保健師が管内市町村

が実施する「がん検診」を一緒に実施しておりました。（当時は、市町村での保健師数が現在より少

なく「技術的支援」との位置づけでした。）

　その後は、財源の変化や法律の制定など様々な変化がありますが「がん検診」は今後も進化してい

くと思います。
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　２１年度からの取組みでは、「地域のがん罹患・死亡状況分析」「がん検診の状況」「各市町の体

制」などを管内保健担当者と共有できたことで、保健所の役割を再認識する機会となりました。また、

国の審議会分科会に参加する機会も得た酒田市保健師からの最新状況の報告や鶴岡市にある『慶應義

塾大学生命科学研究所「からだ館」がん情報ステーション』（長い名前です。）の先生方からのご意

見を市町の担当者と一緒に聞き、検討する機会となりました。

　このように、保健所が行う「がん検診対策」は１つの市町村で行なうものと違って、地域全体を見

ての分析や各市町村の取り組みや現状を共有できるというメリットがあります。

　今後も管内の市町が「がん検診」について前向きに取り組んでいくための分析や情報提供が保健所

の役割と考えています。今回のモデル事業は、市町の担当者・地域の関係者と一緒に事業を実施する

楽しさを感じた事業となりました。

第１０回　【子どもから家族への受診勧奨】　庄内保健所長　(23.12.2)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　私は、家族のがん検診受診に果たす役割を認識しておりまして、住民に対するがん検診受診の講話を

する際には必ず、「この話を家族にも伝えてください」とお話ししています。「時間やお金の制約が

あって受診できないお嫁さんや娘さんに、足りないものを補ってください」とお願いするのです。

　それまでも、がん検診受診の勧めに家族、特に子どもの占める役割が大きいのではないかと考えて

おりましたが、具体的にはどのような取組みができるのだろうかと考えあぐねていたところでした。

そんな折、２１年度の住民による話し合い（検討部会※）でも同様の意見が出されたことをきっかけに、

事業として取り組むこととしました。モデル検診を実施する庄内町の全小学校に協力をお願いして、

小学生から家族へのメッセージを添えたパンフレットの配布を行うこととしたのです。

　ただ、勧める人の年齢により対象は変わります。例えば６０歳台の市民に話しをする場合には嫁娘

は３０歳台が多いのですが、それでは多くの部位でがん検診対象年齢とはならず、そのため勧める相

手としては配偶者や兄弟となります。同様に小学生からの効果を期待するためには、親の年齢と想定

される２０～３０歳台では効果が少なく、祖父母の受診勧奨を併せて、ということになりました。

　また、学校によって本事業の対応方法は異なりました。全学年に勧奨パンフレットを渡していただ

いた学校、高学年での取組みで協力いただいた学校、私が朝礼に出向いて教職員への趣旨説明を行っ

た学校、さらに５年生と６年生に授業をさせていただいた学校と様々でした。

　この啓発が、男性よりも女性に対して効果があったことはわかりましたが、啓発方法として真に的

を得たものだったか検討の余地があります。

※　詳しくは連載コラム第４回をご覧ください。

第１１回　【子どもから家族への受診勧奨における工夫】　庄内保健所　健康企画･調整担当　(23.12.9)　
　前回の連載コラムでは、「子どもから家族への受診勧奨」の実施についての記事を掲載しました。

今回は、この取組みで工夫したポイントについて、ご説明いたします。

①ターゲットに合わせたデザイン

　本来のターゲットは小学生の“家族”ではありますが、子どもに対しても分かりやすく、興味を持

ってもらうことが必要と考え、パンフレットを子供向けのデザインとしました。そのため、愛らしい

フリーイラストを多用することで親しみやすさを前面に押し出しました。

　また、持ち帰ってもらうためランドセルのサイズを考慮して、Ａ４二つ折りのＡ５版としました。

②ターゲットにあわせたメッセージ

　小学１年～６年という幅広い年齢層に対応するため、学校に助言を求めながら、漢字にはふりがな

を併記し、使う言葉は平易なものを心がけました。また、恐怖心を煽る文言（「がんは怖い病気」

等）を、極力排除しました。

③手渡してもらう工夫

　「家族への子どもからのプレゼント」という発想から、家族に向けてのメッセージを書くスペース

を設けました。用紙は、普段パンフレットで用いるマット紙や光沢紙ではなく、文字の書きやすい上

質紙を使用しました。また、主に低学年向けとして「イラスト」や「ぬりえ」を入れるなど、メッセ
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ージスペースの有効活用を図りました。

④低経費での作成

　カラーパンフレットの作成にあたっては、通常は印刷業者に作成を依頼しますが、予算の制約があ

ったことから、データの作成は保健所でワープロソフトを使用して行い、印刷のみを業者に依頼しま

した。また、メッセージスペースに入れる「イラスト」や「ぬりえ」は、ラベルシールに印刷の上、

必要に応じて貼付することで、発注するパンフレットデザインを統一しました。

①通常のメッセージスペース                                     ②「イラスト」入りのメッセージスペース

③「ぬりえ」入りのメッセージスペース

第１２回　【庄内町における今年度がん検診の取組み】　庄内町保健福祉課　(23.12.16)　
　当町では22年度にモデル事業を実施しましたが、その中で得られた経験を基に今年度（23年度）の

事業を実施しました。

①昨年度のクイック検診とレディース検診の実施から、休日の検診の要望が高いことが分かりました。

女性は土日のどちらも希望が多かったのですが、男性はどちらかと言うと日曜の希望が多い状況にあ

りました。そのため、今年度は集団健診の日程に、日曜の実施を設定しました。通常の集団健診を日

曜に実施するのは初めての試みで、受診者より好評をいただいております。

　また、男性向けの「1時間で終わるがん検診・ドック」と、女性向けの「女性のためのがん検診」を

実施します。これは、男女別の検診で事前予約制としており、クイック検診やレディース検診のエッ

センスを多く取り入れています。この検診は、リーフレットで周知しています。

②検診ＰＲの取組みについては、その大切さを学んだところです。検診の申込みの時点からチラシを

工夫し、検診内容について詳しくお知らせしました。また、広報誌では毎月、がん検診の内容を掲載

して町民への働きかけをしています。

　3年間胃がん検診未受診者に対する再受診勧奨に関しては、昨年度は芳しい結果を得られませんでし

た。今年度はカラー刷りのチラシを配布するなど工夫を行い、多くの申込みに結びついたところです。

（保健所注：この結果については、フォロー調査の結果と合わせて「働く人のがん検診受診向上モデ
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