
ル事業　フォロー調査報告」により公表しました。）

③当町では平成17年度の合併後、職場検診受診状況の把握は行っていませんでしたが、今年度から検

診の申込書に「職場検診で受けるがん検診項目に○印」を付ける欄を設けました。このことで、町民

全体の健康管理の状況を把握して、町の健康福祉の向上に役立てられるほか、がん検診の再受診勧奨

の対象者を絞り込むことなどに活用できるようになりました。　
（参考） 庄内町役場ホームページ⇒　http://www.town.shonai.lg.jp/

第１３回　【モデル事業の責任】　庄内保健所　健康企画･調整担当　(23.12.26)
　保健行政の取組みにおいては、限られた予算の中で効果の高い事業を実施し、その成果を測ること

が必要です。そのことが、住民に対するアカウンタビリティ（説明責任）に応えることにつながりま

す。

　今回の取り組みに限らず、モデル事業の性格は、実験的な側面を持ち合わせています。その事業効

果を正確に把握して次に活かすことが、その役割となります。

　がん検診の実施主体ではない県保健所として、モデル事業の実施はその報告に留まらず、その成果

を地域内に波及させることで、目的を達成することができます。その意味では、単なるアカウンタビ

リティだけではなく、その波及こそが責任であると考えられます。また、この成果を地域外でも利用

していただければ、その有効性を確かめる上でも有益なことと考えます。

　今回の報告書の周知のために、管内市町・検診機関には個別に結果説明を行い、また会議の場で各

関係機関に対して情報を提示しました。また、県庁担当課や県内保健所に情報を提供することで、県

における全体的な波及を目指しました。その他、県公衆衛生学会での発表、論文の作成など、多くの

ルートを使って広く情報を共有できる取

組みを予定しています。

　去る12月 19日に、山形県最上保健所の

健康増進事業評価検討会において、最上

地域の市町村と検診機関の担当者の皆さ

んに、事業の説明をさせていただく機会

を得ました。各機関で抱える課題に沿っ

て、対策の検討材料として提示できたの

ではないかと考えます。

第１４回　【事業評価について私が考えること】　庄内保健所長　(24.1.13)　　　　　　　　　　　　

　行政の事業では事業評価の視点が弱いと考えております。本来であれば、アウトカム（保健行政に

おいては、健康な暮らしが地域に広がっているか）をいかに表現するかが大切なのですが、実際はそ

の評価は難しいため、「がんばった」「たくさん人が来た」で終わりがちになっているように思いま

す。

　ところで、厚生労働省の「がん検診に関する検討会中間報告（平成19年 6月）※」では、がん検診の

事業評価の手法における都道府県の役割の一つとして、「市町村における事業評価及びそれに基づく

改善を円滑に進めるために、広域的、専門的かつ技術的拠点である保健所は、市町村支援や検診実施

機関の指導等に積極的に取り組む」と謳っています。この意味では、保健所は意識的に取り組まなけ

ればならないでしょう。

　今回の事業は、がん検診の受診者数の増加だけを成果として見るのではなく、評価の手段として受

診者のアンケート調査を主体に位置付け、住民の意識を検討することに主体を置きました。そのこと

で、今後の管内市町がどのような取組みを行うべきであるかという改善点の助言ができると考えてお

ります。このコラムをご覧の皆さまにおいても、そのつもりで資料と文章をお読みいただけると、当

最上保健所での事業説明の様子

参 10



方の意図と合致いたします。

　評価のもうひとつは、がん検診に携わった方達の感想などを頂き、このようなコラムとして表現し

たことです。有用な情報が盛り込まれていると自負しておりますので、今度は皆さまにこのコラムを

評価していただきたいと思います。

※　詳しくは、「厚生労働省：がん検診に関する検討会中間報告（市町村事業におけるがん検診の事業評価の手法

　　 について）」をご覧ください。　⇒　http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/05/s0531-8.html

第１５回　【報告書作成までの経緯】　庄内保健所　健康企画･調整担当　(24.1.20)
　これまで言及してきたとおり、モデル事業の本分が成果の波及であるため、当初より報告書を作成す

ることを決めていました。事業の進捗状況については、がん検診受診向上研究会の会議の場で、随時

説明と協議を行っていましたが、詳細な効果の検証を行うために、専門家を委員とした「効果検証部

会」を開催しました。

　部会では委員として、研究会委員でもある慶應義塾大学医学部の武林亨教授と、慶應義塾大学総合

政策学部の秋山美紀准教授（お二方は、先端生命科学研究所からだ館がん情報ステーションのアドバ

イザーとリーダーとして従事）に参加いただくとともに、今後地域での取組みとして推進するにあた

っての指導をいただくために東北公益文科大学公益学部の益子行弘講師、国立がん研究センターがん

対策情報センターがん統計研究部診療実態調査室の柴田亜希子室長（山形県がん・生活習慣病対策推

進委員）にご協力いただきました。また、関係機関にもオブザーバーとして参画いただきました。

　第 1回部会は、クイック検診とレディース検診の終わった平成23年 3月に開催し、アンケート結果

の情報を共有し、報告書の作成方法について助言をいただきました。この会議の資料として準備した

アンケート結果については、報告書の参考資料として位置づけて、報告書の本編にはこれまで取り組

んできた内容を文章で記載することとしました。部会開催後に、報告書案を作成しながら、逐次、委

員や関係機関の皆さまにメールで内容を

ご確認いただき、ブラッシュアップを図

りました。

　第 2回部会は、報告書案の完成した平成

23年9月に開催し、案に概ねの了承を得

るとともに、波及していくための対応策

について検討をしました。

　それらの貴重な道程を経て公表に至っ

たことは大変意義深く、今後の様々な保

健事業においても参考となる取組みとな

ったと考えます。

第１６回　【がん検診無料化⇒大事なのは『アナ○○○』】　庄内保健所長　(24.1.27)
　庄内町では平成22年度から、町の実施するがん検診を無料としています。これは、町のスローガン

である「元気でご長寿日本一」のもと、現町長の肝いりで実施したもので、私はこれは素晴らしい取

組みであると考えます。無料化施策は、年度当初の町の広報で周知されました。

　ところが、初期段階でのがん検診の申込み数は、前年度と比べて若干の増加に留まったのです。

　これは何故か。

　考えてみたところ一つの事に思い当たりました。町では、がん検診受診者を把握するために、調査

票を全戸配布しています。実は、この調査票は、時間的にも予算的にも制約があったことにより、

「無料」になったことを大きく掲載することができなかったのです。このことが、町民の皆さんに対

して、事前の周知不足となったのではないかと考えました。

　無料化施策は、新規受診者を増やして、がんで亡くなる町民を少なくしようとの意図で実施された

ものです。通常の啓発だけでは受診してもらえない町民の気持ちを変えるためには、用意周到な『ア

ナウンス』が実施される必要があります。職場に勤務している人は、「国保じゃない自分も無料にな

効果検証部会の様子
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るの？」と疑問に思う人がいるかもしれませんので、きちんと伝えることが大切なのです。

　そのため、保健所と町の担当者は、ポスターやパンフレット、町の諸行事における誘いの方法にこ

だわりを持つために、検討を重ねて、「がん検診＝無料」のインパクトを町民に訴えました。その結

果、年度後半にかけて申込者数、受診者数は伸びていきました。また、アンケート調査の結果を見て

みると、無料化施策は特に女性に対して効果があることが分かりました。

　せっかくの素晴らしい取組みでも、サービスの内容が伝わらなくては効果に結びつきませんので、

『アナウンス』が不可欠なのだと、改めて勉強したところです。

第１７回　【アンケート調査から考える、町の保健行政と住民との関係】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庄内保健所　健康企画･調整担当（保健師）　(24.2.3)
　今回のモデル事業では、第１４回所長コラムにあったように受診者・住民へのアンケート分析を大

事にしています。今回、庄内町と共同で行なったアンケートは以下の３つでした。

　①通常のがん検診を受診した町民向け（検診会場）

　②レディース検診・クイック検診を受診した町民向け（検診会場）

　③３年以上がん検診未受診でレディース検診・クイック検診も受診しない町民向け（郵送）

　今回はアンケート調査当日の検診会場の様子などについて、保健所保健師として実感した事を報告

します。（アンケートの結果は、報告書をご覧下さい。）

　まず①のアンケートは２会場で、受診者全員に実施いたしました。がん検診は特定健診と同時に実

施しますので、待ち時間が長くなった方もおりましたが、苦情を言う住民は一人もいらっしゃいませ

んでした。この時の、庄内町保健師と検診スタッフの住民への接し方は、親切・丁寧のお手本のよう

でした。（朝７時から１１時までずっと笑顔で対応しておりました。）

　②は、未受診者向けの検診でしたが、予約制の検診であったことから余裕のある時間・空間で実施

されました。この時は、時間まで会場に着かない申込者に対して、町保健師がきめ細やかな対応をし

ており「さすが住民の顔を知っている町保健師ならでは」と思いました。

　また、③については、これまで町のがん検診に反応しなかった住民が対象でしたので「回収率が低

くてもがっかりしない」という前提で取組みました。しかし、この予想は覆され、なんと 43.1％の住

民から回答が寄せられました。住民の健康への

関心の高さが伺えました。

 ３つのアンケートを振り返ると、モデル事業で

周知・広報など情報発信を強化しての成果が認

められた背景には、町（保健師・課内スタッ

フ）の日頃の活動が住民に信頼されていること

が大きな要因であったと思っています。（今思

い出しても住民に接する町保健師の姿は、とて

も丁寧でした。）

第１８回　【講演活動による啓発の有効性】　庄内保健所長　(24.2.10)
　長年、庄内町の隣にある酒田市のがん検診受診率は低く推移しておりました。地区医師会長は「がん

で死ぬ人を減らしたい」との熱意で、地域の住民の方々に対してがん検診受診を勧める講演会を行っ

てこられましたので、「平成21年度第 1回がん検診受診向上研究会」の席上において講話をいただき

ました。講演実施箇所のマップでは、市内の殆どの場所に点が打たれており、大変熱心に取り組んで

こられたことが慮られました。

　また、酒田市では同会長の働きもあり、平成18年度から受診者を把握する仕組みを周辺市町村と同

様の方法に変更して、家庭の状況調査と申込みを一体化しました。すると、受診者数はみるみる他市

町村と同レベルまで上昇してきて、国内の注目を浴びたことは有名です。

検診会場でのアンケート調査の様子

↑町保健師
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　そのような経緯を念頭に置くと、講演会は健康教

育の一環であり実績としては重要ですが、その効果

に疑問が残ります。

　平成22年度に実施した庄内町でのモデル事業での

取組みにおいては、一般住民や民生委員、事業所従

業員、小学生、教職員等の方々に対して様々な機会

を捉えて講演を行いました。その中ではがん検診の

効用の他に、この話を家族、職場に広めて欲しい、

障害となる因子を取り除いて受診できる環境を作っ

てほしいなどのお願いを行ってきました。しかし、

アンケート結果によると直接的な効果は聴衆数で示

すほどには芳しくありませんでした。

第１９回　【無料託児サービス～モデル検診で唯一不発に終わった取組みの敗因を考える】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                        庄内保健所　健康企画･調整担当　(24.2.17)
　クイック検診とレディース検診がいかに成功事例として終わったかについては、これまで報告書と

コラムでお伝えしてきましたが、その裏では目論見から大きく外れた取組みがありました。「働く女

性が検診を受診しやすいように！」との熱い思いからレディース検診に導入した「無料託児サービ

ス」です。働く世代の女性は、子どもや家族のことを優先して自分の用事をいつも後回しにする傾向

にある、との考えから取組みを進めました。リーフレットには目立つように掲載して周知を図るとと

もに、実施に当たってはＮＰＯ法人に委託することとしました。また、申込み受付の際に、町職員か

ら申込み者に対して託児サービスがあることを積極的に勧めてもらいました。

　実施前は、60名定員の受診者のうち10～20名程度のサービス利用を想定して準備しました。しかし、

実際に利用された方は76名の受診者のうち1名に留まりました。

　この敗因は、受診者への聞取りと関係者間の考察により、以下のとおり推測されます。

　①地域特性として三世代家族が多かったこと、②休日検診であったこと、③短時間で終わる検診で

あったことの三点から、子どもは夫や家族が面倒を見られる環境にあったのです。今回のモデル検診

においては様々な工夫を用いましたので、結果的にそれらの工夫との組合せによる託児サービスの有

用性が低かったと言えます。

　以上のことから、託児サービスを設定する場合は、その検診や受診者の特性を見極めることが必要

となる、という結論は少し予定調和が過ぎますでしょうか。

　加えて、この事実は新たな課題をもたらします。20～30歳代の受診者が9名（全体の10％程度）に

留まったことを併せて考えると、託児の必要な年頃の子どもを持つ母親がレディース検診の受診に結

びつかなかったことです。

　20～30歳代は①未婚者は子宮がん検診の方法に抵抗を持っているのではないか、②出産経験者はお

産をした産院で個別受診しているのではないか、ということが考えられます。

　それらを踏まえて、いかに受診者を増やすかについて根本的な議論が必要でしょう。若年層に対す

る訴求力のあるサービスとは何か、と。

第２０回　【寸劇による啓発の有効性】　庄内保健所長　(24.2.24)
　第１８回コラムでご紹介した講演活動に類似した取組みとしては、寸劇による啓発があります。寸

劇で伝えたい事を表現する作業は深層心理に多大な影響をもたらすという点から有効な手法と考えて

います。例えば私事では、昭和３０年代後半に、県内の保健師が減塩の寸劇をしている姿をテレビで

見て、認識を新たにした事を思い出します。

　また、鶴岡市立荘内病院では緩和ケアの市民啓発を目的とした寸劇を実施して、緩和ケアに関する

知識や在宅療養のイメージ向上が見られたとして、有用性を評価しています。

　今回の取組みで、私たちは庄内町の秋まつりで寸劇をしました。私は町長の役を演じて、がん検診

所長の町民向け講演会の様子
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無料化に苦心したことを伝えました。検診受診への即効性は薄かったと考えていますが、何を目的に

この政策を実現させたか町民が考える題材にはなったのではないでしょうか。

　また今後、町民主体でこのよう

な取組みが行われれば、ヘルスプ

ロモーションの観点から望ましい

と考えます。

第２１回　【病院のがん検診における役割】　庄内保健所長

　第 2回コラム「医師が勧めるがん検診」でご紹介したとおり、モデル事業を行うにあたり庄内町の

開業医の先生方に協力を依頼しました。同町では、総合病院である「庄内余目病院」が地域医療を支

えておりますので、同様に協力を依頼しました。

　診療所と病院の患者に与える影響力は異なります。これは患者数が多いということもありますが、

病院は看護師はじめ多数・多職種の職員が患者と接しているため、市民へのアナウンス力が大きいこ

とが考えられます。

　日本医師会が会員に配布した小冊子「かかりつけ医のためのがん検診ハンドブック※1」は、どちら

かと言うと開業医向けに作成されているようですが、考え方を一歩進めて、病院内で医療従事者がが

ん検診を勧めることに大きな効果があるように思います。

　また、同病院は人間ドックを実施していますので、治療で来院した患者に人間ドックを勧めやすい

環境にあります。実際に年間 1,400名を超える方が同病院で人間ドックを受診しています。同病院で

は、今年から日曜ドックを実施しており、受診者の利便性の面で大きな取組みをされています※2。

（なお、同町のがん検診受託機関でもあります。）

　この意味でも、病院のがん検診における役割は大きいのではないでしょうか。

　なお当保健所では、庄内地域のがん検診受診者数の把握を目的とした調査を実施し、このたび報告

書を公表しました※3。この報告書では、これまで把握していた「市町村の検診を受けた人数」以外に、

「職場で検診を受けた人数」と「自分で人間ドックを受けた人数」を把握しました。職場の検診や、

病院等で人間ドックを受けた方も多くいらっしゃることが確認できましたので、そちらもぜひご覧く

ださい。
※１　「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

※２　詳しくは、庄内余目病院広報誌「あまるめーる」2012.2 月号 3 ページをご覧ください。　　

http://www.amarume-hp.jp/chiiki/amarumail/

※３　「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」 

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

第２２回（最終回）　【①公衆衛生学会、②研修会、③モデル事業の波及について】庄内保健所長

①去る平成２４年３月７日に第３８回山形県公衆衛生学会が開催

され、当保健所担当者がモデル事業で実施した再受診勧奨の効果

について口演を行いました。事業で実施した 3つの取組みについ

て説明を行い、「送付物の工夫」と「対象者の絞込み」が重要で

あることを訴えました。この発表は、管外関係機関に対する波及

「あまるめ秋まつり２０１０」での寸劇の様子
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の取組みとして大きな成果を得たと考えております。

②モデル事業では情報の伝達手段の重要性を認識しましたので、

平成２４年３月９日に市町や検診機関等の職員を対象とした研修

会「効果的な情報の伝え方を考える」を開催しました。

　講師は、モデル事業でお世話になった慶應義塾大学総合政策学

部の秋山美紀准教授で、効果的なヘルスコミュニケーションキャ

ンペーンについてご教示いただきました。

　また、同学部４年の鈴村沙織さんより、子宮頸がん・乳がん予

防啓発を目的として活動されている団体「女子大生リボンムーブ

メント（http://ribbon-m.com/）」の活動についてご発表いただき、

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ご教示い

ただきました。

　グループワークでは、がん検診啓発についての企画案（目的・対象

者・メッセージ）を話し合いました。

参加者は、日ごろ作成しているリー

フレットや通知の改善点について新

たな発見をするとともに、対象者に

合わせた情報伝達について意識が向

上しました。

③このモデル事業は、３ヵ年に渡る「がん検診受診向上研究事業」の一つの取組みとして実施しまし

た。活動に係る協議や報告は年２回の会議で行いましたが、上記研修会と同日に最後の会議を開催し

て事業の総括を行いました。

　会議では、モデル事業の波及の状況について管内市町の取組みを確認しました。例えば休日検診の

取組みとして多くの市町で実施拡大を予定しています。また鶴岡市では子どもや地域からの受診呼び

かけ、酒田市では早朝クイック検診の実施などを予定しているなど、今後も事業成果の継続が見込ま

れます。

　なお、「がん検診受診向上研究事業」の総括に係る報告書を後日公表いたします。

（今回で当連載コラムは終了いたします。長期に渡ってご覧いただき、大変ありがとうございました。）

コラムは庄内保健所ホームページ内の

「働く人のがん検診受診向上モデル事業」ページに掲載しています。
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新聞掲載記事

○　モデル検診実施前の記事については、「働く人のがん検診受診向上モデル事業　効果検証報告」に掲載

○　下記記事のほかに、インターネット上のニュースサイトに記事掲載

■荘内日報（23.9.30）

参考資料　４
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■コミュニティ新聞（23.10.28）
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関係URL

●がん検診受診向上研究事業関係サイト

○がん検診受診向上研究ナビ（がん検診受診向上研究事業活動総括報告）

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

○がん検診実態アンケート調査結果報告書

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

○働く人のがん検診受診向上モデル事業

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

○働く人のがん検診受診向上モデル事業　フォロー調査

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

○庄内地域の「がん」に関する統計一覧

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

○庄内地域における地域・職域がん検診受診者数把握調査

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

●管内市町サイト

○鶴岡市　http://www.city.tsuruoka.lg.jp/

○酒田市　http://www.city.sakata.lg.jp/

○三川町　http://www.town.mikawa.yamagata.jp/

○庄内町　http://www.town.shonai.lg.jp/

○遊佐町　http://www.town.yuza.yamagata.jp/

●がん情報サイト

○山形県がん対策　http://www.pref.yamagata.jp/ou/kenkofukushi/090005/gantaisakuhome.html

○がん対策情報（厚生労働省）

　http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/index.html

○がん情報サービス（国立がん研究センター）　http://ganjoho.jp/public/index.html

○からだ館がん情報ステーション　http://karadakan.jp/

参考資料　５
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がん検診受診向上研究事業

活動総括報告

平成 2 ４年３月

　　発行：がん検診受診向上研究会

　　　　　（事務局：山形県庄内保健所保健企画課

　　　　　　　　　　　　　　（健康企画・調整担当））

　〒997-1392

　      　山形県東田川郡三川町大字横山字袖東 19-1

　       　TEL 0235-66-5476

　　　

　　庄内保健所 HP

　　　http://www.pref.yamagata.jp/regional/syonai_bo/

　　　living/health/7337021s-hokenjyo.html


