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第２章 がん検診と精度管理

現状と課題

１　検診受診率の向上
（1）がん検診の目的

　がん検診の目的は，がんを早期に発見し，早期に治療を行うことでがんによる死亡を減少さ

せることであり，単に多くのがんを見つけることが目的ではありません。

　がんによる死亡率を減少させるため，がん検診の受診率向上と，精度管理の更なる充実が求

められます。

（2）がん検診の種類

　がん検診は，市町村などの住民検診に代表される「対策型検診」と，人間ドックなどの「任

意型検診」の二つに大別されます。

　対策型検診は，地域などにおけるがん死亡率の減少を目的として導入されるもので，対象と

なる人々が公平に利益を受けるためには，有効性の確立したがん検診が選択されます。

　一方，任意型検診は，医療機関などが任意で提供する医療サービスです。このため，さまざ

まな検診方法があり，個人が自分の目的や考えに合わせて検診を選択することができます。

（3）市町村がん検診の変遷と課題

　市町村が行うがん検診は，昭和57（1982）年度に老人保健法に基づく国の補助事業として開

始され，県下に普及しましたが，平成10（1998）年度に一般財源化され，以後は法律に基づか

ない市町村事業として実施されてきました。

　平成20年（2008）度以降，糖尿病等の生活習慣病に着目した健康診査（特定健診）については，

医療保険者が義務として行うこととなりましたが，がん検診については健康増進法に基づく

事業として位置づけられ，引き続き市町村が努力義務として実施しています。

（4）職域等におけるがん検診

　市町村が行う検診以外に，企業における福利厚生や健康保険組合等における独自の保健事

業の中で，がん検診を行っている場合やがん検診受診料の補助を行っている場合があります。

また，個人が任意で受診する人間ドックの中で，がん検診を受けている場合もあります。

　平成28（2016）年度に実施した「茨城県総合がん対策推進モニタリング調査」（以下「モニ

タリング調査」という。）では，がん検診受診者のうち，概ね5～7割程度が，職場や人間ドッ

クなどでがん検診を受診したと回答しており，職域等におけるがん検診は，受診機会を提供す

る重要な役割を担っています。

　しかし，これら職域等におけるがん検診については，対象者数，受診者数等のデータを定期

的に把握する仕組みがないため，受診率の算定や精度管理を行うことが困難となっています。

（5）受診率向上対策

　がん検診によって，がんによる死亡率を減少させるには，十分な受診率の確保が不可欠です。

　県では，これまで，がん検診受診率を50％にすることを目標に掲げ，受診率向上に効果的な

個別受診勧奨を推進するとともに，講演会やイベント等を通じ，がんに関する正しい知識の普

及と検診の重要性の啓発に努めてきました。

　また，平成27（2015）年12月に制定した「茨城県がん検診を推進し，がんと向き合うための

県民参療条例」に基づき10月を「茨城県がん検診推進強化月間」に設定し，これまで以上に普

及啓発に努めるととともに，県，市町村，検診機関等の関係機関による「茨城県がん検診推進

協議会」を設置し，受診率向上に向けた対策を検討し，取り組んできました。

　平成28（2016）年の国民生活基礎調査によると，本県のがん検診受診率は，全てのがん種に

おいて，前回調査時（平成25（2013）年）よりも向上し，全国平均を上回る結果となりました。【図

1，2参照】

　しかしながら，肺がん検診（51.0％）については目標値の50％を超えたものの，胃がん検診

などその他の検診については，40％台に留まっており，引き続き，受診率向上につながる対策

を講じていく必要があります。

（6）未受診理由から推測する課題

　平成28（2016）年度の「モニタリング調査」の結果においては，がん検診未受診の理由では，「つ

い受けそびれる」が最も多く全体の約33％を占めており，より効果的な受診勧奨や普及啓発

等の対策が必要と考えられます。【図3参照】

　また，「どうすればがん検診が受けやすくなるか」の問いについては，「平日の夜間や，土・日・

祝日に受診できる」，「同時に複数の検診が受診できる」「職場で集団検診を実施する」「かかり

つけ医で検診ができる」といったことで検診が受けやすくなるという回答が全体の約58％を

占めており，検診の場所や時間について，受診者の選択肢の幅を広げるなど，受診者の立場に

立った利便性への配慮が求められています。【図4参照】

　そのほか，未受診の理由としては，「必要性を感じない」，「検診結果が怖い」，「検査方法が

分からず不安」など，がん検診に対する知識不足に起因するものが約24％を占めており，今後

も「がん教育」による正しい知識の普及に重点的に取り組む必要性があると考えられます。

　さらに，がんは発症する部位によって，罹患年齢層が異なることから，性別や年代に合わせ

た情報提供や受診勧奨を行うことも必要です。【図5参照】

（7）がん検診の利益と不利益

　県や市町村は，県民が検診の有効性や利益を十分に理解し，自ら進んで検診を受診すること

ができるように努める必要があります。

　一方，がん検診で必ずしもがんを見つけられるわけではないこと，がんでなくてもがん検診

の結果が「陽性」となる場合もあるなど，がん検診の不利益についても理解を得られるよう努

める必要があります。

【図1】茨城県のがん検診受診率（平成22・25・28年経年比較）
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１　検診受診率の向上
（1）がん検診の目的

　がん検診の目的は，がんを早期に発見し，早期に治療を行うことでがんによる死亡を減少さ

せることであり，単に多くのがんを見つけることが目的ではありません。

　がんによる死亡率を減少させるため，がん検診の受診率向上と，精度管理の更なる充実が求

められます。

（2）がん検診の種類

　がん検診は，市町村などの住民検診に代表される「対策型検診」と，人間ドックなどの「任

意型検診」の二つに大別されます。

　対策型検診は，地域などにおけるがん死亡率の減少を目的として導入されるもので，対象と

なる人々が公平に利益を受けるためには，有効性の確立したがん検診が選択されます。

　一方，任意型検診は，医療機関などが任意で提供する医療サービスです。このため，さまざ

まな検診方法があり，個人が自分の目的や考えに合わせて検診を選択することができます。

（3）市町村がん検診の変遷と課題

　市町村が行うがん検診は，昭和57（1982）年度に老人保健法に基づく国の補助事業として開

始され，県下に普及しましたが，平成10（1998）年度に一般財源化され，以後は法律に基づか

ない市町村事業として実施されてきました。

　平成20年（2008）度以降，糖尿病等の生活習慣病に着目した健康診査（特定健診）については，

医療保険者が義務として行うこととなりましたが，がん検診については健康増進法に基づく

事業として位置づけられ，引き続き市町村が努力義務として実施しています。

（4）職域等におけるがん検診

　市町村が行う検診以外に，企業における福利厚生や健康保険組合等における独自の保健事

業の中で，がん検診を行っている場合やがん検診受診料の補助を行っている場合があります。

また，個人が任意で受診する人間ドックの中で，がん検診を受けている場合もあります。

　平成28（2016）年度に実施した「茨城県総合がん対策推進モニタリング調査」（以下「モニ

タリング調査」という。）では，がん検診受診者のうち，概ね5～7割程度が，職場や人間ドッ

クなどでがん検診を受診したと回答しており，職域等におけるがん検診は，受診機会を提供す

る重要な役割を担っています。

　しかし，これら職域等におけるがん検診については，対象者数，受診者数等のデータを定期

的に把握する仕組みがないため，受診率の算定や精度管理を行うことが困難となっています。

（5）受診率向上対策

　がん検診によって，がんによる死亡率を減少させるには，十分な受診率の確保が不可欠です。

　県では，これまで，がん検診受診率を50％にすることを目標に掲げ，受診率向上に効果的な

個別受診勧奨を推進するとともに，講演会やイベント等を通じ，がんに関する正しい知識の普

及と検診の重要性の啓発に努めてきました。

　また，平成27（2015）年12月に制定した「茨城県がん検診を推進し，がんと向き合うための

県民参療条例」に基づき10月を「茨城県がん検診推進強化月間」に設定し，これまで以上に普

及啓発に努めるととともに，県，市町村，検診機関等の関係機関による「茨城県がん検診推進

協議会」を設置し，受診率向上に向けた対策を検討し，取り組んできました。

　平成28（2016）年の国民生活基礎調査によると，本県のがん検診受診率は，全てのがん種に

おいて，前回調査時（平成25（2013）年）よりも向上し，全国平均を上回る結果となりました。【図

1，2参照】

　しかしながら，肺がん検診（51.0％）については目標値の50％を超えたものの，胃がん検診

などその他の検診については，40％台に留まっており，引き続き，受診率向上につながる対策

を講じていく必要があります。

（6）未受診理由から推測する課題

　平成28（2016）年度の「モニタリング調査」の結果においては，がん検診未受診の理由では，「つ

い受けそびれる」が最も多く全体の約33％を占めており，より効果的な受診勧奨や普及啓発

等の対策が必要と考えられます。【図3参照】

　また，「どうすればがん検診が受けやすくなるか」の問いについては，「平日の夜間や，土・日・

祝日に受診できる」，「同時に複数の検診が受診できる」「職場で集団検診を実施する」「かかり

つけ医で検診ができる」といったことで検診が受けやすくなるという回答が全体の約58％を

占めており，検診の場所や時間について，受診者の選択肢の幅を広げるなど，受診者の立場に

立った利便性への配慮が求められています。【図4参照】

　そのほか，未受診の理由としては，「必要性を感じない」，「検診結果が怖い」，「検査方法が

分からず不安」など，がん検診に対する知識不足に起因するものが約24％を占めており，今後

も「がん教育」による正しい知識の普及に重点的に取り組む必要性があると考えられます。

　さらに，がんは発症する部位によって，罹患年齢層が異なることから，性別や年代に合わせ

た情報提供や受診勧奨を行うことも必要です。【図5参照】

（7）がん検診の利益と不利益

　県や市町村は，県民が検診の有効性や利益を十分に理解し，自ら進んで検診を受診すること

ができるように努める必要があります。

　一方，がん検診で必ずしもがんを見つけられるわけではないこと，がんでなくてもがん検診

の結果が「陽性」となる場合もあるなど，がん検診の不利益についても理解を得られるよう努

める必要があります。

【図1】茨城県のがん検診受診率（平成22・25・28年経年比較）
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【図3】がん検診の未受診理由

51.0 

46.2 

42.5 40.9

46.2

41.4

44.9

42.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

胃がん

（40～69歳の男女）

肺がん

（40～69歳の男女）

大腸がん

（40～69歳の男女）

乳がん

（40～69歳の女性）

子宮頸がん

（20～69歳の女性）

県 全国平均

※H28年「国民生活基礎調査」より

※市町村検診のほか，職場検診や人間ドック等を含む

※受診間隔は，胃・肺・大腸がんは過去１年，乳がん，子宮頸がんは過去２年間の受診率

（%）

42.4 42.2 

つい

受けそびれる

32.6%

受診の必要性

を感じない
検診日程の

都合が悪い

14.4% 18.9%

お金がかかる

7.7%

申し込み先

がわからな

い

内容や方法

に抵抗がある

4.6%

6.1%

検診で何か発見

されるのが怖い

3.6%

検査方法がわからず

不安

1.2%

0.8%
定員がいっぱいで受診できない

その他

10.1%

「その他」の主な内容 
・職場で受ける機会や助成が

ない 
・健康上の問題がない，必要

性が分からない 

出典：平成28年度「茨城県総合がん対策推進モニタリング調査」 

＊がん検診の受診状況に関する項目で「受診していない」と回答した者に質問 
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【図4】どうすれば，がん検診が受けやすくなるか
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＊がん検診の受診状況に関する項目で「受診していない」と回答した者に質問 

（複数回答） 

【図5】発症部位別，罹患年齢の比較
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【図4】どうすれば，がん検診が受けやすくなるか
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２　検診精度の向上
（1）茨城県がん検診実施指針の策定

　がん検診の精度を一定以上に保つには，検診の効率･効果を検討する精度管理を行うととも

に，有効性が科学的に証明された検診を的確に実施する必要があります。

　本県においては，市町村が行うがん検診に関し，国が定める「がん予防重点健康教育及びが

ん検診実施のための指針」（以下，「国指針」という）を踏まえ，本県独自に「茨城県がん検診

実施指針」（以下，「県指針」という）を策定し，胃がん，肺がん，大腸がん，乳がん，子宮頸が

んの5つのがん検診について対象年齢，受診間隔，検診項目，精度管理等に関する適切な基準

を示すとともに，県の実情に応じてその内容の拡充を図ってきました。

　今後も，茨城県生活習慣病検診管理指導協議会の各がん部会において，県指針に基づく検診

の精度管理と，必要に応じ県指針の見直し改正等を行い，検診の質の向上を図る必要があります。

（2）県独自の「がん検診追跡調査等事業」によるデータの有効活用

　がん検診の精度管理のためには，要精密検査率やがん発見率等の正確な精度管理指標を把

握することが必要であり，本県においては独自に「がん検診追跡調査等事業」を実施し，市町

村がん検診の要精密検査者や検診結果の把握に努めてきました。【図6参照】

　この事業は，県が一元的に検診結果を把握することのできる，他県に例を見ない取組みであ

り，今後更に市町村や検診機関等と連携のうえ，これらの検診結果等のデータを有効に活用し，

検診精度の向上を図る必要があります。

（3）精密検査受診率の向上

　がん検診の結果，精密検査が必要と判定された方の全てが，実際に精密検査を受けている訳

ではありません。本県の場合，精密検査の受診率は70～80％を推移する状況が続いています。

【図7参照】

　「精密検査の結果，がんと診断されることが怖い」など，様々な理由により受診しないケー

スが想定されますが，早期発見・早期治療により，がんによる死亡者数を減少させるためには，

精密検査を受けなければがん検診の効果はなくなってしまいます。

　未受診者対策として，県は，「がん検診追跡調査等事業」を実施することにより，精密検査

の未受診者を正確に把握し，このデータに基づき市町村において精密検査の受診勧奨を行っ

てきました。

　その結果，平成23（2011）年度から27（2015）年度の状況を見ると，ほぼ全てのがん種で本

県の精密検査受診率が全国平均を上回っており，一定の効果が見られます。

　県は，引き続き，市町村や関係機関と連携して，精密検査の重要性の周知や受診勧奨の促進

等に取り組む必要があります。

（4）職域におけるがん検診の精度管理

　職域におけるがん検診については，法的な位置づけがないため，データの把握や精度管理を

行うことが困難な状況にあります。
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【図6】がん追跡調査等事業の概要

【図7】市町村が実施するがん検診のがん種別，精密検査受診率の推移
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１　がん検診（一次検診）の結果，精密検査が必要と判定された方（「要精検者」）を登録し，

名簿を作成する。

２　要精検者のうち，精密検査を受診した方のデータ（検査結果、発見されたがん種別など）

を把握し，一次検診の精度管理を行う。

３　要精検者のうち，精密検査を受けていない方を把握し，受診勧奨を行う。

適中

　▼市町村が実施するがん検診のがん種別，精密検査受診率の過去5年推移

※上表の精密検査受診率は，市町村検診のみの値であり，職場検診や人間ドックなどは含まない
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検診精度の向上を図る必要があります。

（3）精密検査受診率の向上

　がん検診の結果，精密検査が必要と判定された方の全てが，実際に精密検査を受けている訳

ではありません。本県の場合，精密検査の受診率は70～80％を推移する状況が続いています。

【図7参照】

　「精密検査の結果，がんと診断されることが怖い」など，様々な理由により受診しないケー

スが想定されますが，早期発見・早期治療により，がんによる死亡者数を減少させるためには，

精密検査を受けなければがん検診の効果はなくなってしまいます。
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の未受診者を正確に把握し，このデータに基づき市町村において精密検査の受診勧奨を行っ

てきました。

　その結果，平成23（2011）年度から27（2015）年度の状況を見ると，ほぼ全てのがん種で本

県の精密検査受診率が全国平均を上回っており，一定の効果が見られます。

　県は，引き続き，市町村や関係機関と連携して，精密検査の重要性の周知や受診勧奨の促進

等に取り組む必要があります。

（4）職域におけるがん検診の精度管理

　職域におけるがん検診については，法的な位置づけがないため，データの把握や精度管理を

行うことが困難な状況にあります。
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取り組むべき対策

１　検診受診率の向上
（1）がん検診受診状況の把握

　がん検診は，市町村や職域，人間ドック等，受診機会が複数あり，県民の受診状況を正

確に把握することが困難です。県は，国及び市町村への働きかけや県単独調査の実施によ

り，受診状況の把握に努めます。

①市町村における受診対象者の把握

○　県は，市町村に対し，あらかじめ市町村検診の対象となる住民（職域でがん検診を受診す

る機会のない者を含む）を把握し，受診対象者の名簿を整備するよう働きかけます。

②職域等におけるがん検診の実態の把握

○　県は，市町村が行うがん検診のほか，職域や人間ドック等を含めた県民のがん検診受診状

況について把握するため，「モニタリング調査」などを実施し，職域等におけるがん検診の

実態の把握に努めます。

○　県は，国に対し，保険者などからの報告を制度化するなど，職域におけるがん検診の実態

を把握するための体制を整備するよう働きかけます。

（2）がん検診の受診促進対策

　がんによる死亡者数を減少させるためには，がん検診により，がんを早期に発見し，

早期に治療を行うことが重要です。県は，「モニタリング調査」の結果等を踏まえ，市町

村及び企業や健康保険組合等の関係機関と連携して，受診率向上のための取組みを推進

します。

①がん検診の推進のための協議

○　県は，「茨城県がん検診推進協議会」を開催し，市町村や関係機関と連携して，がん検診

の推進のための対策を協議していきます。

　　また，市町村が行うがん検診及び職域におけるがん検診ごとに，それぞれの関係者間によ

る専門的な検討を行うため，「住民検診推進部会」及び「職域検診推進部会」を開催し，それ

ぞれの部会において，受診率向上のための具体的な方策を検討していきます。

②がん検診の推進のための啓発

○　県は，がん検診の重要性を普及させるため，使用可能な広報媒体（県広報紙「ひばり」，

ホームページ，新聞，ラジオなど）を活用した広報の充実を図るとともに，市町村や関係

機関と連携して，「茨城県がん検診推進強化月間（10月）」に，がん検診の推進のための啓

発を重点的に行います。

　　（がん検診推進の啓発の例）

　　　・がんの専門医による講習会，がん体験者による講演会

　　　・がん予防推進員やがん検診推進サポーターによる受診勧奨

　　　・地域におけるイベント等へのブース出展

　　　・街頭や集客施設等での啓発キャンペーン

○　県は，子宮頸がんや乳がんなどの女性特有のがんについて，罹患しやすい年齢等の特性を

踏まえた，がん検診の重要性についての啓発に努めます。

○　県は，教育関係機関等と連携のうえ，児童・生徒及び保護者に対する，がんに関する知識

の普及と，がん検診の重要性についての啓発に努めます。

○　県は，市町村や関係機関と連携し，かかりつけ医や薬局の薬剤師を通じたがん検診の受診

勧奨や重要性についての啓発に努めます。

　　特に，慢性疾患で医療機関にかかっている場合に，がんの検査も同時に受けていると誤解

している県民も多いことから，通院中でもかかりつけ医の指導のもと，がん検診を別に受診

する必要があることについて，周知を図ります。

○　県は，茨城労働局や茨城産業保健総合支援センター等の関係機関の協力を得て，県内の事

業者に対してがん検診の有効性や重要性について周知を図るとともに，事業者によるがん

検診推進のための取組みの普及に努めます。

○　県は，職域でがん検診を受診する機会のない者に対して，全国健康保険協会茨城支部や商

工団体等を通じて，市町村が行うがん検診に関する情報提供を行うことにより，がん検診の

受診を働きかけます。

③効果的な受診勧奨の推進

○　県は，がん検診の実施主体である市町村に対し，受診対象者の名簿を活用した個別受診勧

奨・再勧奨の実施を働きかけます。

○　市町村は，がん検診の受診勧奨を積極的かつ継続的に行い，受診率の向上に努めます。

　　（受診勧奨の例）

　　　・特定健診受診者に対するがん検診の受診勧奨

　　　・電話による受診勧奨

○　県は，「モニタリング調査」の実施などにより，県民ががん検診を受診しない要因を分析し，

効果的な受診勧奨の方法を検討します。

○　県は，市町村と連携のうえ，保健所単位で連絡会議等を開催し，効果的な受診勧奨の方法

など，受診率向上のための方策等について情報交換を行っていきます。

○　県は，市町村の優れた取組み事例を収集し，それらを取りまとめてフィードバックするこ

とにより，効果的な受診勧奨方法の，県全体への普及を図ります。

④がん検診を受けやすい環境の整備

○　県と市町村は，受診者のがん検診に対する不安や羞恥心などの心理的負担を軽減するた

めに，検診機関等に対し，検査前の十分な説明やプライバシーの確保を求めるなど，受診者

に配慮した検診の実施に取り組みます。

○　市町村は，検診の受診手続の簡素化に努めるとともに，受診者の利便性を確保し，受診機

会を増やすため，がん検診と特定健診の同時実施や，女性が受診しやすい環境整備，医療機

関検診及び休日検診の拡大等を推進します。

○　県は，市町村が行うがん検診の種類，実施時期や場所などの情報について，県ホームペー

ジへの掲載等により，県民が検診情報を入手する機会の増加を図ります。

○　県は，県内事業者に対し，がん検診を受診する際の休暇制度等の創設や，定期健康診断に

がん検診の検査項目を追加するなど，従業員ががん検診を受けやすい環境の整備を働きか

けます。

⑤民間企業との連携

○　県は，がん検診を積極的に推進する民間企業と「がん検診受診率向上企業連携プロジェク

ト協定」を締結し，受診率向上のための啓発に取り組みます。

○　県と協定を締結した企業は，従業員や顧客等に対するがん検診の受診勧奨に努めるとと

もに，啓発資材の作成・配布，セミナーやイベント等の開催を通じて，広く県民に対し，が

んに関する知識の普及やがん検診の重要性についての啓発に努めます。

○　県と協定を締結した企業は，積極的に従業員等を「がん検診推進サポーター」として養成

し，県民に対するがん検診の受診勧奨に努めます。

○　県は，協定を締結した企業に対し，がん検診に関する情報の提供等を行い，企業の取組み

を支援します。 

○　県は，「がん検診推進サポーター養成研修会」を開催し，がん検診の受診勧奨を行う人材

の育成に取り組みます。

２　検診精度の向上
（1）　精度管理の充実

　がん検診は，適切な方法で実施され，正確な結果を出すことが必要です。

　そのため県は，確かな技術を有する検診・検査機関の確保を行うとともに検診精度の維

持・向上に取り組みます。

○　県は，引き続き「がん検診追跡調査等事業」を実施し，データの有効活用を促進するとと

もに，「茨城県生活習慣病検診管理指導協議会」において，各検診機関の精度管理指標を精

査し，必要に応じ市町村や検診機関への指導を行い，検診精度の維持･向上に取り組みます。

○　県は，県指針に基づき，検診機関及び精密検査医療機関の登録・更新を行い，検診精度の

確保を図ります。

○　県は，検診精度の維持・向上のため，検診や精密検査従事者の「生活習慣病検診従事者講

習会」を開催するとともに，対象者の積極的な参加を促進します。

○　県，市町村及び検診機関は，国立がん研究センターが示す「事業評価のためのチェックリ

スト」を参考とするなどして，精度管理の維持・向上を図ります。

　　また，県は，市町村別･検診機関別等に上記チェックリストの各項目の実施状況や要精密

検査率，精密検査受診率，がん発見率，陽性反応適中度等の集計を行い，県のホームページ

等で公開していきます。

○　県は，国による「職域におけるがん検診に関するマニュアル」を踏まえ，職域でのがん検

診のあり方を検討していきます。

（2）精密検査受診の支援

　がん検診の目的が「がんの早期発見・早期治療」である以上，要精密検査と判定された

者については，確実に精密検査を受診させ，治療に繋げることが必要です。

　そのため，県及び市町村では，精密検査受診率向上のため，要精密検査者への受診勧奨・

再勧奨を推進します。

○　県は，引き続き「がん検診追跡調査等事業」を実施することにより，そのデータを活用し，

市町村や関係機関と連携し精密検査受診率の向上を図ります。

　　　

○　市町村は，精密検査の意義を住民に周知するとともに，「がん検診追跡調査等事業」で把

握できる精密検査未受診者情報の活用により，要精密検査者の受診勧奨・再勧奨の促進を

図ります。

○　県は，「茨城県生活習慣病検診管理指導協議会」で，各がん検診の精密検査受診率を検証し，

必要に応じて市町村等に対し助言・指導を行います。

　　また，県は，精密検査受診率向上のために，「茨城県がん検診推進協議会」等を活用し，各

市町村が独自に工夫して実施している取組み事例や成功例を収集し，フィードバックする

ことにより，精密検査受診率向上の効果的な取組みを県内市町村に普及していきます。

○　県は，医師会と連携し，精密検査実施医療機関の十分な確保に努めるとともに，精密検査

実施医療機関に対し「がん検診追跡調査等事業」への協力を働きかけていきます。

○　市町村や検診実施機関は，対象者に対し，精密検査の意義や検査方法など，精密検査の必

要性を十分認識できるよう分かりやすい説明に努めます。

○　県は，職域におけるがん検診についても，関係機関と連携して，精密検査の重要性の周知

及び精密検査の受診勧奨を推進するよう保険者や事業者に働きかけます。

（3）新しい検診の科学的情報の収集と導入方法の検討

　本県で実施しているがん検診の方法や項目は，県指針で規定していますが，日々，新た

な検査方法の開発や研究成果が公表されていることから，国の動向を踏まえつつ，より効

果的な検診内容となるよう，県指針の見直し・検討を行います。

○　県は，子宮頸がん検診でのHPV検査など，新しい検診手法について，「茨城県生活習慣病

検診管理指導協議会」で検討しながら，科学的な裏付けとなるデータを蓄積するとともに，

大学等の研究成果や国の動向等を踏まえ，市町村検診への導入方策を検討していきます。

○　県は，検診精度の向上のため，国指針の改正の動向を踏まえ，「茨城県生活習慣病検診管

理指導協議会」で協議のうえ，必要に応じ県指針に定める検診方法や項目，検診の精度管理

の実施方法等について見直し・検討を行います。

１　検診受診率の向上
（1）がん検診受診状況の把握

　がん検診は，市町村や職域，人間ドック等，受診機会が複数あり，県民の受診状況を正

確に把握することが困難です。県は，国及び市町村への働きかけや県単独調査の実施によ

り，受診状況の把握に努めます。

①市町村における受診対象者の把握

○　県は，市町村に対し，あらかじめ市町村検診の対象となる住民（職域でがん検診を受診す

る機会のない者を含む）を把握し，受診対象者の名簿を整備するよう働きかけます。

②職域等におけるがん検診の実態の把握

○　県は，市町村が行うがん検診のほか，職域や人間ドック等を含めた県民のがん検診受診状

況について把握するため，「モニタリング調査」などを実施し，職域等におけるがん検診の

実態の把握に努めます。

○　県は，国に対し，保険者などからの報告を制度化するなど，職域におけるがん検診の実態

を把握するための体制を整備するよう働きかけます。

（2）がん検診の受診促進対策

　がんによる死亡者数を減少させるためには，がん検診により，がんを早期に発見し，

早期に治療を行うことが重要です。県は，「モニタリング調査」の結果等を踏まえ，市町

村及び企業や健康保険組合等の関係機関と連携して，受診率向上のための取組みを推進

します。

①がん検診の推進のための協議

○　県は，「茨城県がん検診推進協議会」を開催し，市町村や関係機関と連携して，がん検診

の推進のための対策を協議していきます。

　　また，市町村が行うがん検診及び職域におけるがん検診ごとに，それぞれの関係者間によ

る専門的な検討を行うため，「住民検診推進部会」及び「職域検診推進部会」を開催し，それ

ぞれの部会において，受診率向上のための具体的な方策を検討していきます。

②がん検診の推進のための啓発

○　県は，がん検診の重要性を普及させるため，使用可能な広報媒体（県広報紙「ひばり」，

ホームページ，新聞，ラジオなど）を活用した広報の充実を図るとともに，市町村や関係

機関と連携して，「茨城県がん検診推進強化月間（10月）」に，がん検診の推進のための啓

発を重点的に行います。

　　（がん検診推進の啓発の例）

　　　・がんの専門医による講習会，がん体験者による講演会

　　　・がん予防推進員やがん検診推進サポーターによる受診勧奨

　　　・地域におけるイベント等へのブース出展

　　　・街頭や集客施設等での啓発キャンペーン

○　県は，子宮頸がんや乳がんなどの女性特有のがんについて，罹患しやすい年齢等の特性を

踏まえた，がん検診の重要性についての啓発に努めます。

○　県は，教育関係機関等と連携のうえ，児童・生徒及び保護者に対する，がんに関する知識

の普及と，がん検診の重要性についての啓発に努めます。

○　県は，市町村や関係機関と連携し，かかりつけ医や薬局の薬剤師を通じたがん検診の受診

勧奨や重要性についての啓発に努めます。

　　特に，慢性疾患で医療機関にかかっている場合に，がんの検査も同時に受けていると誤解

している県民も多いことから，通院中でもかかりつけ医の指導のもと，がん検診を別に受診

する必要があることについて，周知を図ります。

○　県は，茨城労働局や茨城産業保健総合支援センター等の関係機関の協力を得て，県内の事

業者に対してがん検診の有効性や重要性について周知を図るとともに，事業者によるがん

検診推進のための取組みの普及に努めます。

○　県は，職域でがん検診を受診する機会のない者に対して，全国健康保険協会茨城支部や商

工団体等を通じて，市町村が行うがん検診に関する情報提供を行うことにより，がん検診の

受診を働きかけます。

③効果的な受診勧奨の推進

○　県は，がん検診の実施主体である市町村に対し，受診対象者の名簿を活用した個別受診勧

奨・再勧奨の実施を働きかけます。

○　市町村は，がん検診の受診勧奨を積極的かつ継続的に行い，受診率の向上に努めます。

　　（受診勧奨の例）

　　　・特定健診受診者に対するがん検診の受診勧奨

　　　・電話による受診勧奨

○　県は，「モニタリング調査」の実施などにより，県民ががん検診を受診しない要因を分析し，

効果的な受診勧奨の方法を検討します。

○　県は，市町村と連携のうえ，保健所単位で連絡会議等を開催し，効果的な受診勧奨の方法

など，受診率向上のための方策等について情報交換を行っていきます。

○　県は，市町村の優れた取組み事例を収集し，それらを取りまとめてフィードバックするこ

とにより，効果的な受診勧奨方法の，県全体への普及を図ります。

④がん検診を受けやすい環境の整備

○　県と市町村は，受診者のがん検診に対する不安や羞恥心などの心理的負担を軽減するた

めに，検診機関等に対し，検査前の十分な説明やプライバシーの確保を求めるなど，受診者

に配慮した検診の実施に取り組みます。

○　市町村は，検診の受診手続の簡素化に努めるとともに，受診者の利便性を確保し，受診機

会を増やすため，がん検診と特定健診の同時実施や，女性が受診しやすい環境整備，医療機

関検診及び休日検診の拡大等を推進します。

○　県は，市町村が行うがん検診の種類，実施時期や場所などの情報について，県ホームペー

ジへの掲載等により，県民が検診情報を入手する機会の増加を図ります。

○　県は，県内事業者に対し，がん検診を受診する際の休暇制度等の創設や，定期健康診断に

がん検診の検査項目を追加するなど，従業員ががん検診を受けやすい環境の整備を働きか

けます。

⑤民間企業との連携

○　県は，がん検診を積極的に推進する民間企業と「がん検診受診率向上企業連携プロジェク

ト協定」を締結し，受診率向上のための啓発に取り組みます。

○　県と協定を締結した企業は，従業員や顧客等に対するがん検診の受診勧奨に努めるとと

もに，啓発資材の作成・配布，セミナーやイベント等の開催を通じて，広く県民に対し，が

んに関する知識の普及やがん検診の重要性についての啓発に努めます。

○　県と協定を締結した企業は，積極的に従業員等を「がん検診推進サポーター」として養成

し，県民に対するがん検診の受診勧奨に努めます。

○　県は，協定を締結した企業に対し，がん検診に関する情報の提供等を行い，企業の取組み

を支援します。 

○　県は，「がん検診推進サポーター養成研修会」を開催し，がん検診の受診勧奨を行う人材

の育成に取り組みます。

２　検診精度の向上
（1）　精度管理の充実

　がん検診は，適切な方法で実施され，正確な結果を出すことが必要です。

　そのため県は，確かな技術を有する検診・検査機関の確保を行うとともに検診精度の維

持・向上に取り組みます。

○　県は，引き続き「がん検診追跡調査等事業」を実施し，データの有効活用を促進するとと

もに，「茨城県生活習慣病検診管理指導協議会」において，各検診機関の精度管理指標を精

査し，必要に応じ市町村や検診機関への指導を行い，検診精度の維持･向上に取り組みます。

○　県は，県指針に基づき，検診機関及び精密検査医療機関の登録・更新を行い，検診精度の

確保を図ります。

○　県は，検診精度の維持・向上のため，検診や精密検査従事者の「生活習慣病検診従事者講

習会」を開催するとともに，対象者の積極的な参加を促進します。

○　県，市町村及び検診機関は，国立がん研究センターが示す「事業評価のためのチェックリ

スト」を参考とするなどして，精度管理の維持・向上を図ります。

　　また，県は，市町村別･検診機関別等に上記チェックリストの各項目の実施状況や要精密

検査率，精密検査受診率，がん発見率，陽性反応適中度等の集計を行い，県のホームページ

等で公開していきます。

○　県は，国による「職域におけるがん検診に関するマニュアル」を踏まえ，職域でのがん検

診のあり方を検討していきます。

（2）精密検査受診の支援

　がん検診の目的が「がんの早期発見・早期治療」である以上，要精密検査と判定された

者については，確実に精密検査を受診させ，治療に繋げることが必要です。

　そのため，県及び市町村では，精密検査受診率向上のため，要精密検査者への受診勧奨・

再勧奨を推進します。

○　県は，引き続き「がん検診追跡調査等事業」を実施することにより，そのデータを活用し，

市町村や関係機関と連携し精密検査受診率の向上を図ります。

　　　

○　市町村は，精密検査の意義を住民に周知するとともに，「がん検診追跡調査等事業」で把

握できる精密検査未受診者情報の活用により，要精密検査者の受診勧奨・再勧奨の促進を

図ります。

○　県は，「茨城県生活習慣病検診管理指導協議会」で，各がん検診の精密検査受診率を検証し，

必要に応じて市町村等に対し助言・指導を行います。

　　また，県は，精密検査受診率向上のために，「茨城県がん検診推進協議会」等を活用し，各

市町村が独自に工夫して実施している取組み事例や成功例を収集し，フィードバックする

ことにより，精密検査受診率向上の効果的な取組みを県内市町村に普及していきます。

○　県は，医師会と連携し，精密検査実施医療機関の十分な確保に努めるとともに，精密検査

実施医療機関に対し「がん検診追跡調査等事業」への協力を働きかけていきます。

○　市町村や検診実施機関は，対象者に対し，精密検査の意義や検査方法など，精密検査の必

要性を十分認識できるよう分かりやすい説明に努めます。

○　県は，職域におけるがん検診についても，関係機関と連携して，精密検査の重要性の周知

及び精密検査の受診勧奨を推進するよう保険者や事業者に働きかけます。

（3）新しい検診の科学的情報の収集と導入方法の検討

　本県で実施しているがん検診の方法や項目は，県指針で規定していますが，日々，新た

な検査方法の開発や研究成果が公表されていることから，国の動向を踏まえつつ，より効

果的な検診内容となるよう，県指針の見直し・検討を行います。

○　県は，子宮頸がん検診でのHPV検査など，新しい検診手法について，「茨城県生活習慣病

検診管理指導協議会」で検討しながら，科学的な裏付けとなるデータを蓄積するとともに，

大学等の研究成果や国の動向等を踏まえ，市町村検診への導入方策を検討していきます。

○　県は，検診精度の向上のため，国指針の改正の動向を踏まえ，「茨城県生活習慣病検診管

理指導協議会」で協議のうえ，必要に応じ県指針に定める検診方法や項目，検診の精度管理

の実施方法等について見直し・検討を行います。
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取り組むべき対策

１　検診受診率の向上
（1）がん検診受診状況の把握

　がん検診は，市町村や職域，人間ドック等，受診機会が複数あり，県民の受診状況を正

確に把握することが困難です。県は，国及び市町村への働きかけや県単独調査の実施によ

り，受診状況の把握に努めます。

①市町村における受診対象者の把握

○　県は，市町村に対し，あらかじめ市町村検診の対象となる住民（職域でがん検診を受診す

る機会のない者を含む）を把握し，受診対象者の名簿を整備するよう働きかけます。

②職域等におけるがん検診の実態の把握

○　県は，市町村が行うがん検診のほか，職域や人間ドック等を含めた県民のがん検診受診状

況について把握するため，「モニタリング調査」などを実施し，職域等におけるがん検診の

実態の把握に努めます。

○　県は，国に対し，保険者などからの報告を制度化するなど，職域におけるがん検診の実態

を把握するための体制を整備するよう働きかけます。

（2）がん検診の受診促進対策

　がんによる死亡者数を減少させるためには，がん検診により，がんを早期に発見し，

早期に治療を行うことが重要です。県は，「モニタリング調査」の結果等を踏まえ，市町

村及び企業や健康保険組合等の関係機関と連携して，受診率向上のための取組みを推進

します。

①がん検診の推進のための協議

○　県は，「茨城県がん検診推進協議会」を開催し，市町村や関係機関と連携して，がん検診

の推進のための対策を協議していきます。

　　また，市町村が行うがん検診及び職域におけるがん検診ごとに，それぞれの関係者間によ

る専門的な検討を行うため，「住民検診推進部会」及び「職域検診推進部会」を開催し，それ

ぞれの部会において，受診率向上のための具体的な方策を検討していきます。

②がん検診の推進のための啓発

○　県は，がん検診の重要性を普及させるため，使用可能な広報媒体（県広報紙「ひばり」，

ホームページ，新聞，ラジオなど）を活用した広報の充実を図るとともに，市町村や関係

機関と連携して，「茨城県がん検診推進強化月間（10月）」に，がん検診の推進のための啓

発を重点的に行います。

　　（がん検診推進の啓発の例）

　　　・がんの専門医による講習会，がん体験者による講演会

　　　・がん予防推進員やがん検診推進サポーターによる受診勧奨

　　　・地域におけるイベント等へのブース出展

　　　・街頭や集客施設等での啓発キャンペーン

○　県は，子宮頸がんや乳がんなどの女性特有のがんについて，罹患しやすい年齢等の特性を

踏まえた，がん検診の重要性についての啓発に努めます。

○　県は，教育関係機関等と連携のうえ，児童・生徒及び保護者に対する，がんに関する知識

の普及と，がん検診の重要性についての啓発に努めます。

○　県は，市町村や関係機関と連携し，かかりつけ医や薬局の薬剤師を通じたがん検診の受診

勧奨や重要性についての啓発に努めます。

　　特に，慢性疾患で医療機関にかかっている場合に，がんの検査も同時に受けていると誤解

している県民も多いことから，通院中でもかかりつけ医の指導のもと，がん検診を別に受診

する必要があることについて，周知を図ります。

○　県は，茨城労働局や茨城産業保健総合支援センター等の関係機関の協力を得て，県内の事

業者に対してがん検診の有効性や重要性について周知を図るとともに，事業者によるがん

検診推進のための取組みの普及に努めます。

○　県は，職域でがん検診を受診する機会のない者に対して，全国健康保険協会茨城支部や商

工団体等を通じて，市町村が行うがん検診に関する情報提供を行うことにより，がん検診の

受診を働きかけます。

③効果的な受診勧奨の推進

○　県は，がん検診の実施主体である市町村に対し，受診対象者の名簿を活用した個別受診勧

奨・再勧奨の実施を働きかけます。

○　市町村は，がん検診の受診勧奨を積極的かつ継続的に行い，受診率の向上に努めます。

　　（受診勧奨の例）

　　　・特定健診受診者に対するがん検診の受診勧奨

　　　・電話による受診勧奨

○　県は，「モニタリング調査」の実施などにより，県民ががん検診を受診しない要因を分析し，

効果的な受診勧奨の方法を検討します。

○　県は，市町村と連携のうえ，保健所単位で連絡会議等を開催し，効果的な受診勧奨の方法

など，受診率向上のための方策等について情報交換を行っていきます。

○　県は，市町村の優れた取組み事例を収集し，それらを取りまとめてフィードバックするこ

とにより，効果的な受診勧奨方法の，県全体への普及を図ります。

④がん検診を受けやすい環境の整備

○　県と市町村は，受診者のがん検診に対する不安や羞恥心などの心理的負担を軽減するた

めに，検診機関等に対し，検査前の十分な説明やプライバシーの確保を求めるなど，受診者

に配慮した検診の実施に取り組みます。

○　市町村は，検診の受診手続の簡素化に努めるとともに，受診者の利便性を確保し，受診機

会を増やすため，がん検診と特定健診の同時実施や，女性が受診しやすい環境整備，医療機

関検診及び休日検診の拡大等を推進します。

○　県は，市町村が行うがん検診の種類，実施時期や場所などの情報について，県ホームペー

ジへの掲載等により，県民が検診情報を入手する機会の増加を図ります。

○　県は，県内事業者に対し，がん検診を受診する際の休暇制度等の創設や，定期健康診断に

がん検診の検査項目を追加するなど，従業員ががん検診を受けやすい環境の整備を働きか

けます。

⑤民間企業との連携

○　県は，がん検診を積極的に推進する民間企業と「がん検診受診率向上企業連携プロジェク

ト協定」を締結し，受診率向上のための啓発に取り組みます。

○　県と協定を締結した企業は，従業員や顧客等に対するがん検診の受診勧奨に努めるとと

もに，啓発資材の作成・配布，セミナーやイベント等の開催を通じて，広く県民に対し，が

んに関する知識の普及やがん検診の重要性についての啓発に努めます。

○　県と協定を締結した企業は，積極的に従業員等を「がん検診推進サポーター」として養成

し，県民に対するがん検診の受診勧奨に努めます。

○　県は，協定を締結した企業に対し，がん検診に関する情報の提供等を行い，企業の取組み

を支援します。 

○　県は，「がん検診推進サポーター養成研修会」を開催し，がん検診の受診勧奨を行う人材

の育成に取り組みます。

２　検診精度の向上
（1）　精度管理の充実

　がん検診は，適切な方法で実施され，正確な結果を出すことが必要です。

　そのため県は，確かな技術を有する検診・検査機関の確保を行うとともに検診精度の維

持・向上に取り組みます。

○　県は，引き続き「がん検診追跡調査等事業」を実施し，データの有効活用を促進するとと

もに，「茨城県生活習慣病検診管理指導協議会」において，各検診機関の精度管理指標を精

査し，必要に応じ市町村や検診機関への指導を行い，検診精度の維持･向上に取り組みます。

○　県は，県指針に基づき，検診機関及び精密検査医療機関の登録・更新を行い，検診精度の

確保を図ります。

○　県は，検診精度の維持・向上のため，検診や精密検査従事者の「生活習慣病検診従事者講

習会」を開催するとともに，対象者の積極的な参加を促進します。

○　県，市町村及び検診機関は，国立がん研究センターが示す「事業評価のためのチェックリ

スト」を参考とするなどして，精度管理の維持・向上を図ります。

　　また，県は，市町村別･検診機関別等に上記チェックリストの各項目の実施状況や要精密

検査率，精密検査受診率，がん発見率，陽性反応適中度等の集計を行い，県のホームページ

等で公開していきます。

○　県は，国による「職域におけるがん検診に関するマニュアル」を踏まえ，職域でのがん検

診のあり方を検討していきます。

（2）精密検査受診の支援

　がん検診の目的が「がんの早期発見・早期治療」である以上，要精密検査と判定された

者については，確実に精密検査を受診させ，治療に繋げることが必要です。

　そのため，県及び市町村では，精密検査受診率向上のため，要精密検査者への受診勧奨・

再勧奨を推進します。

○　県は，引き続き「がん検診追跡調査等事業」を実施することにより，そのデータを活用し，

市町村や関係機関と連携し精密検査受診率の向上を図ります。

　　　

○　市町村は，精密検査の意義を住民に周知するとともに，「がん検診追跡調査等事業」で把

握できる精密検査未受診者情報の活用により，要精密検査者の受診勧奨・再勧奨の促進を

図ります。

○　県は，「茨城県生活習慣病検診管理指導協議会」で，各がん検診の精密検査受診率を検証し，

必要に応じて市町村等に対し助言・指導を行います。

　　また，県は，精密検査受診率向上のために，「茨城県がん検診推進協議会」等を活用し，各

市町村が独自に工夫して実施している取組み事例や成功例を収集し，フィードバックする

ことにより，精密検査受診率向上の効果的な取組みを県内市町村に普及していきます。

○　県は，医師会と連携し，精密検査実施医療機関の十分な確保に努めるとともに，精密検査

実施医療機関に対し「がん検診追跡調査等事業」への協力を働きかけていきます。

○　市町村や検診実施機関は，対象者に対し，精密検査の意義や検査方法など，精密検査の必

要性を十分認識できるよう分かりやすい説明に努めます。

○　県は，職域におけるがん検診についても，関係機関と連携して，精密検査の重要性の周知

及び精密検査の受診勧奨を推進するよう保険者や事業者に働きかけます。

（3）新しい検診の科学的情報の収集と導入方法の検討

　本県で実施しているがん検診の方法や項目は，県指針で規定していますが，日々，新た

な検査方法の開発や研究成果が公表されていることから，国の動向を踏まえつつ，より効

果的な検診内容となるよう，県指針の見直し・検討を行います。

○　県は，子宮頸がん検診でのHPV検査など，新しい検診手法について，「茨城県生活習慣病

検診管理指導協議会」で検討しながら，科学的な裏付けとなるデータを蓄積するとともに，

大学等の研究成果や国の動向等を踏まえ，市町村検診への導入方策を検討していきます。

○　県は，検診精度の向上のため，国指針の改正の動向を踏まえ，「茨城県生活習慣病検診管

理指導協議会」で協議のうえ，必要に応じ県指針に定める検診方法や項目，検診の精度管理

の実施方法等について見直し・検討を行います。

１　検診受診率の向上
（1）がん検診受診状況の把握

　がん検診は，市町村や職域，人間ドック等，受診機会が複数あり，県民の受診状況を正

確に把握することが困難です。県は，国及び市町村への働きかけや県単独調査の実施によ

り，受診状況の把握に努めます。

①市町村における受診対象者の把握

○　県は，市町村に対し，あらかじめ市町村検診の対象となる住民（職域でがん検診を受診す

る機会のない者を含む）を把握し，受診対象者の名簿を整備するよう働きかけます。

②職域等におけるがん検診の実態の把握

○　県は，市町村が行うがん検診のほか，職域や人間ドック等を含めた県民のがん検診受診状

況について把握するため，「モニタリング調査」などを実施し，職域等におけるがん検診の

実態の把握に努めます。

○　県は，国に対し，保険者などからの報告を制度化するなど，職域におけるがん検診の実態

を把握するための体制を整備するよう働きかけます。

（2）がん検診の受診促進対策

　がんによる死亡者数を減少させるためには，がん検診により，がんを早期に発見し，

早期に治療を行うことが重要です。県は，「モニタリング調査」の結果等を踏まえ，市町

村及び企業や健康保険組合等の関係機関と連携して，受診率向上のための取組みを推進

します。

①がん検診の推進のための協議

○　県は，「茨城県がん検診推進協議会」を開催し，市町村や関係機関と連携して，がん検診

の推進のための対策を協議していきます。

　　また，市町村が行うがん検診及び職域におけるがん検診ごとに，それぞれの関係者間によ

る専門的な検討を行うため，「住民検診推進部会」及び「職域検診推進部会」を開催し，それ

ぞれの部会において，受診率向上のための具体的な方策を検討していきます。

②がん検診の推進のための啓発

○　県は，がん検診の重要性を普及させるため，使用可能な広報媒体（県広報紙「ひばり」，

ホームページ，新聞，ラジオなど）を活用した広報の充実を図るとともに，市町村や関係

機関と連携して，「茨城県がん検診推進強化月間（10月）」に，がん検診の推進のための啓

発を重点的に行います。

　　（がん検診推進の啓発の例）

　　　・がんの専門医による講習会，がん体験者による講演会

　　　・がん予防推進員やがん検診推進サポーターによる受診勧奨

　　　・地域におけるイベント等へのブース出展

　　　・街頭や集客施設等での啓発キャンペーン

○　県は，子宮頸がんや乳がんなどの女性特有のがんについて，罹患しやすい年齢等の特性を

踏まえた，がん検診の重要性についての啓発に努めます。

○　県は，教育関係機関等と連携のうえ，児童・生徒及び保護者に対する，がんに関する知識

の普及と，がん検診の重要性についての啓発に努めます。

○　県は，市町村や関係機関と連携し，かかりつけ医や薬局の薬剤師を通じたがん検診の受診

勧奨や重要性についての啓発に努めます。

　　特に，慢性疾患で医療機関にかかっている場合に，がんの検査も同時に受けていると誤解

している県民も多いことから，通院中でもかかりつけ医の指導のもと，がん検診を別に受診

する必要があることについて，周知を図ります。

○　県は，茨城労働局や茨城産業保健総合支援センター等の関係機関の協力を得て，県内の事

業者に対してがん検診の有効性や重要性について周知を図るとともに，事業者によるがん

検診推進のための取組みの普及に努めます。

○　県は，職域でがん検診を受診する機会のない者に対して，全国健康保険協会茨城支部や商

工団体等を通じて，市町村が行うがん検診に関する情報提供を行うことにより，がん検診の

受診を働きかけます。

③効果的な受診勧奨の推進

○　県は，がん検診の実施主体である市町村に対し，受診対象者の名簿を活用した個別受診勧

奨・再勧奨の実施を働きかけます。

○　市町村は，がん検診の受診勧奨を積極的かつ継続的に行い，受診率の向上に努めます。

　　（受診勧奨の例）

　　　・特定健診受診者に対するがん検診の受診勧奨

　　　・電話による受診勧奨

○　県は，「モニタリング調査」の実施などにより，県民ががん検診を受診しない要因を分析し，

効果的な受診勧奨の方法を検討します。

○　県は，市町村と連携のうえ，保健所単位で連絡会議等を開催し，効果的な受診勧奨の方法

など，受診率向上のための方策等について情報交換を行っていきます。

○　県は，市町村の優れた取組み事例を収集し，それらを取りまとめてフィードバックするこ

とにより，効果的な受診勧奨方法の，県全体への普及を図ります。

④がん検診を受けやすい環境の整備

○　県と市町村は，受診者のがん検診に対する不安や羞恥心などの心理的負担を軽減するた

めに，検診機関等に対し，検査前の十分な説明やプライバシーの確保を求めるなど，受診者

に配慮した検診の実施に取り組みます。

○　市町村は，検診の受診手続の簡素化に努めるとともに，受診者の利便性を確保し，受診機

会を増やすため，がん検診と特定健診の同時実施や，女性が受診しやすい環境整備，医療機

関検診及び休日検診の拡大等を推進します。

○　県は，市町村が行うがん検診の種類，実施時期や場所などの情報について，県ホームペー

ジへの掲載等により，県民が検診情報を入手する機会の増加を図ります。

○　県は，県内事業者に対し，がん検診を受診する際の休暇制度等の創設や，定期健康診断に

がん検診の検査項目を追加するなど，従業員ががん検診を受けやすい環境の整備を働きか

けます。

⑤民間企業との連携

○　県は，がん検診を積極的に推進する民間企業と「がん検診受診率向上企業連携プロジェク

ト協定」を締結し，受診率向上のための啓発に取り組みます。

○　県と協定を締結した企業は，従業員や顧客等に対するがん検診の受診勧奨に努めるとと

もに，啓発資材の作成・配布，セミナーやイベント等の開催を通じて，広く県民に対し，が

んに関する知識の普及やがん検診の重要性についての啓発に努めます。

○　県と協定を締結した企業は，積極的に従業員等を「がん検診推進サポーター」として養成

し，県民に対するがん検診の受診勧奨に努めます。

○　県は，協定を締結した企業に対し，がん検診に関する情報の提供等を行い，企業の取組み

を支援します。 

○　県は，「がん検診推進サポーター養成研修会」を開催し，がん検診の受診勧奨を行う人材

の育成に取り組みます。

２　検診精度の向上
（1）　精度管理の充実

　がん検診は，適切な方法で実施され，正確な結果を出すことが必要です。

　そのため県は，確かな技術を有する検診・検査機関の確保を行うとともに検診精度の維

持・向上に取り組みます。

○　県は，引き続き「がん検診追跡調査等事業」を実施し，データの有効活用を促進するとと

もに，「茨城県生活習慣病検診管理指導協議会」において，各検診機関の精度管理指標を精

査し，必要に応じ市町村や検診機関への指導を行い，検診精度の維持･向上に取り組みます。

○　県は，県指針に基づき，検診機関及び精密検査医療機関の登録・更新を行い，検診精度の

確保を図ります。

○　県は，検診精度の維持・向上のため，検診や精密検査従事者の「生活習慣病検診従事者講

習会」を開催するとともに，対象者の積極的な参加を促進します。

○　県，市町村及び検診機関は，国立がん研究センターが示す「事業評価のためのチェックリ

スト」を参考とするなどして，精度管理の維持・向上を図ります。

　　また，県は，市町村別･検診機関別等に上記チェックリストの各項目の実施状況や要精密

検査率，精密検査受診率，がん発見率，陽性反応適中度等の集計を行い，県のホームページ

等で公開していきます。

○　県は，国による「職域におけるがん検診に関するマニュアル」を踏まえ，職域でのがん検

診のあり方を検討していきます。

（2）精密検査受診の支援

　がん検診の目的が「がんの早期発見・早期治療」である以上，要精密検査と判定された

者については，確実に精密検査を受診させ，治療に繋げることが必要です。

　そのため，県及び市町村では，精密検査受診率向上のため，要精密検査者への受診勧奨・

再勧奨を推進します。

○　県は，引き続き「がん検診追跡調査等事業」を実施することにより，そのデータを活用し，

市町村や関係機関と連携し精密検査受診率の向上を図ります。

　　　

○　市町村は，精密検査の意義を住民に周知するとともに，「がん検診追跡調査等事業」で把

握できる精密検査未受診者情報の活用により，要精密検査者の受診勧奨・再勧奨の促進を

図ります。

○　県は，「茨城県生活習慣病検診管理指導協議会」で，各がん検診の精密検査受診率を検証し，

必要に応じて市町村等に対し助言・指導を行います。

　　また，県は，精密検査受診率向上のために，「茨城県がん検診推進協議会」等を活用し，各

市町村が独自に工夫して実施している取組み事例や成功例を収集し，フィードバックする

ことにより，精密検査受診率向上の効果的な取組みを県内市町村に普及していきます。

○　県は，医師会と連携し，精密検査実施医療機関の十分な確保に努めるとともに，精密検査

実施医療機関に対し「がん検診追跡調査等事業」への協力を働きかけていきます。

○　市町村や検診実施機関は，対象者に対し，精密検査の意義や検査方法など，精密検査の必

要性を十分認識できるよう分かりやすい説明に努めます。

○　県は，職域におけるがん検診についても，関係機関と連携して，精密検査の重要性の周知

及び精密検査の受診勧奨を推進するよう保険者や事業者に働きかけます。

（3）新しい検診の科学的情報の収集と導入方法の検討

　本県で実施しているがん検診の方法や項目は，県指針で規定していますが，日々，新た

な検査方法の開発や研究成果が公表されていることから，国の動向を踏まえつつ，より効

果的な検診内容となるよう，県指針の見直し・検討を行います。

○　県は，子宮頸がん検診でのHPV検査など，新しい検診手法について，「茨城県生活習慣病

検診管理指導協議会」で検討しながら，科学的な裏付けとなるデータを蓄積するとともに，

大学等の研究成果や国の動向等を踏まえ，市町村検診への導入方策を検討していきます。

○　県は，検診精度の向上のため，国指針の改正の動向を踏まえ，「茨城県生活習慣病検診管

理指導協議会」で協議のうえ，必要に応じ県指針に定める検診方法や項目，検診の精度管理

の実施方法等について見直し・検討を行います。
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１　検診受診率の向上
（1）がん検診受診状況の把握

　がん検診は，市町村や職域，人間ドック等，受診機会が複数あり，県民の受診状況を正

確に把握することが困難です。県は，国及び市町村への働きかけや県単独調査の実施によ

り，受診状況の把握に努めます。

①市町村における受診対象者の把握

○　県は，市町村に対し，あらかじめ市町村検診の対象となる住民（職域でがん検診を受診す

る機会のない者を含む）を把握し，受診対象者の名簿を整備するよう働きかけます。

②職域等におけるがん検診の実態の把握

○　県は，市町村が行うがん検診のほか，職域や人間ドック等を含めた県民のがん検診受診状

況について把握するため，「モニタリング調査」などを実施し，職域等におけるがん検診の

実態の把握に努めます。

○　県は，国に対し，保険者などからの報告を制度化するなど，職域におけるがん検診の実態

を把握するための体制を整備するよう働きかけます。

（2）がん検診の受診促進対策

　がんによる死亡者数を減少させるためには，がん検診により，がんを早期に発見し，

早期に治療を行うことが重要です。県は，「モニタリング調査」の結果等を踏まえ，市町

村及び企業や健康保険組合等の関係機関と連携して，受診率向上のための取組みを推進

します。

①がん検診の推進のための協議

○　県は，「茨城県がん検診推進協議会」を開催し，市町村や関係機関と連携して，がん検診

の推進のための対策を協議していきます。

　　また，市町村が行うがん検診及び職域におけるがん検診ごとに，それぞれの関係者間によ

る専門的な検討を行うため，「住民検診推進部会」及び「職域検診推進部会」を開催し，それ

ぞれの部会において，受診率向上のための具体的な方策を検討していきます。

②がん検診の推進のための啓発

○　県は，がん検診の重要性を普及させるため，使用可能な広報媒体（県広報紙「ひばり」，

ホームページ，新聞，ラジオなど）を活用した広報の充実を図るとともに，市町村や関係

機関と連携して，「茨城県がん検診推進強化月間（10月）」に，がん検診の推進のための啓

発を重点的に行います。

　　（がん検診推進の啓発の例）

　　　・がんの専門医による講習会，がん体験者による講演会

　　　・がん予防推進員やがん検診推進サポーターによる受診勧奨

　　　・地域におけるイベント等へのブース出展

　　　・街頭や集客施設等での啓発キャンペーン

○　県は，子宮頸がんや乳がんなどの女性特有のがんについて，罹患しやすい年齢等の特性を

踏まえた，がん検診の重要性についての啓発に努めます。

○　県は，教育関係機関等と連携のうえ，児童・生徒及び保護者に対する，がんに関する知識

の普及と，がん検診の重要性についての啓発に努めます。

○　県は，市町村や関係機関と連携し，かかりつけ医や薬局の薬剤師を通じたがん検診の受診

勧奨や重要性についての啓発に努めます。

　　特に，慢性疾患で医療機関にかかっている場合に，がんの検査も同時に受けていると誤解

している県民も多いことから，通院中でもかかりつけ医の指導のもと，がん検診を別に受診

する必要があることについて，周知を図ります。

○　県は，茨城労働局や茨城産業保健総合支援センター等の関係機関の協力を得て，県内の事

業者に対してがん検診の有効性や重要性について周知を図るとともに，事業者によるがん

検診推進のための取組みの普及に努めます。

○　県は，職域でがん検診を受診する機会のない者に対して，全国健康保険協会茨城支部や商

工団体等を通じて，市町村が行うがん検診に関する情報提供を行うことにより，がん検診の

受診を働きかけます。

③効果的な受診勧奨の推進

○　県は，がん検診の実施主体である市町村に対し，受診対象者の名簿を活用した個別受診勧

奨・再勧奨の実施を働きかけます。

○　市町村は，がん検診の受診勧奨を積極的かつ継続的に行い，受診率の向上に努めます。

　　（受診勧奨の例）

　　　・特定健診受診者に対するがん検診の受診勧奨

　　　・電話による受診勧奨

○　県は，「モニタリング調査」の実施などにより，県民ががん検診を受診しない要因を分析し，

効果的な受診勧奨の方法を検討します。

○　県は，市町村と連携のうえ，保健所単位で連絡会議等を開催し，効果的な受診勧奨の方法

など，受診率向上のための方策等について情報交換を行っていきます。

○　県は，市町村の優れた取組み事例を収集し，それらを取りまとめてフィードバックするこ

とにより，効果的な受診勧奨方法の，県全体への普及を図ります。

④がん検診を受けやすい環境の整備

○　県と市町村は，受診者のがん検診に対する不安や羞恥心などの心理的負担を軽減するた

めに，検診機関等に対し，検査前の十分な説明やプライバシーの確保を求めるなど，受診者

に配慮した検診の実施に取り組みます。

○　市町村は，検診の受診手続の簡素化に努めるとともに，受診者の利便性を確保し，受診機

会を増やすため，がん検診と特定健診の同時実施や，女性が受診しやすい環境整備，医療機

関検診及び休日検診の拡大等を推進します。

○　県は，市町村が行うがん検診の種類，実施時期や場所などの情報について，県ホームペー

ジへの掲載等により，県民が検診情報を入手する機会の増加を図ります。

○　県は，県内事業者に対し，がん検診を受診する際の休暇制度等の創設や，定期健康診断に

がん検診の検査項目を追加するなど，従業員ががん検診を受けやすい環境の整備を働きか

けます。

⑤民間企業との連携

○　県は，がん検診を積極的に推進する民間企業と「がん検診受診率向上企業連携プロジェク

ト協定」を締結し，受診率向上のための啓発に取り組みます。

○　県と協定を締結した企業は，従業員や顧客等に対するがん検診の受診勧奨に努めるとと

もに，啓発資材の作成・配布，セミナーやイベント等の開催を通じて，広く県民に対し，が

んに関する知識の普及やがん検診の重要性についての啓発に努めます。

○　県と協定を締結した企業は，積極的に従業員等を「がん検診推進サポーター」として養成

し，県民に対するがん検診の受診勧奨に努めます。

○　県は，協定を締結した企業に対し，がん検診に関する情報の提供等を行い，企業の取組み

を支援します。 

○　県は，「がん検診推進サポーター養成研修会」を開催し，がん検診の受診勧奨を行う人材

の育成に取り組みます。

２　検診精度の向上
（1）　精度管理の充実

　がん検診は，適切な方法で実施され，正確な結果を出すことが必要です。

　そのため県は，確かな技術を有する検診・検査機関の確保を行うとともに検診精度の維

持・向上に取り組みます。

○　県は，引き続き「がん検診追跡調査等事業」を実施し，データの有効活用を促進するとと

もに，「茨城県生活習慣病検診管理指導協議会」において，各検診機関の精度管理指標を精

査し，必要に応じ市町村や検診機関への指導を行い，検診精度の維持･向上に取り組みます。

○　県は，県指針に基づき，検診機関及び精密検査医療機関の登録・更新を行い，検診精度の

確保を図ります。

○　県は，検診精度の維持・向上のため，検診や精密検査従事者の「生活習慣病検診従事者講

習会」を開催するとともに，対象者の積極的な参加を促進します。

○　県，市町村及び検診機関は，国立がん研究センターが示す「事業評価のためのチェックリ

スト」を参考とするなどして，精度管理の維持・向上を図ります。

　　また，県は，市町村別･検診機関別等に上記チェックリストの各項目の実施状況や要精密

検査率，精密検査受診率，がん発見率，陽性反応適中度等の集計を行い，県のホームページ

等で公開していきます。

○　県は，国による「職域におけるがん検診に関するマニュアル」を踏まえ，職域でのがん検

診のあり方を検討していきます。

（2）精密検査受診の支援

　がん検診の目的が「がんの早期発見・早期治療」である以上，要精密検査と判定された

者については，確実に精密検査を受診させ，治療に繋げることが必要です。

　そのため，県及び市町村では，精密検査受診率向上のため，要精密検査者への受診勧奨・

再勧奨を推進します。

○　県は，引き続き「がん検診追跡調査等事業」を実施することにより，そのデータを活用し，

市町村や関係機関と連携し精密検査受診率の向上を図ります。

　　　

○　市町村は，精密検査の意義を住民に周知するとともに，「がん検診追跡調査等事業」で把

握できる精密検査未受診者情報の活用により，要精密検査者の受診勧奨・再勧奨の促進を

図ります。

○　県は，「茨城県生活習慣病検診管理指導協議会」で，各がん検診の精密検査受診率を検証し，

必要に応じて市町村等に対し助言・指導を行います。

　　また，県は，精密検査受診率向上のために，「茨城県がん検診推進協議会」等を活用し，各

市町村が独自に工夫して実施している取組み事例や成功例を収集し，フィードバックする

ことにより，精密検査受診率向上の効果的な取組みを県内市町村に普及していきます。

○　県は，医師会と連携し，精密検査実施医療機関の十分な確保に努めるとともに，精密検査

実施医療機関に対し「がん検診追跡調査等事業」への協力を働きかけていきます。

○　市町村や検診実施機関は，対象者に対し，精密検査の意義や検査方法など，精密検査の必

要性を十分認識できるよう分かりやすい説明に努めます。

○　県は，職域におけるがん検診についても，関係機関と連携して，精密検査の重要性の周知

及び精密検査の受診勧奨を推進するよう保険者や事業者に働きかけます。

（3）新しい検診の科学的情報の収集と導入方法の検討

　本県で実施しているがん検診の方法や項目は，県指針で規定していますが，日々，新た

な検査方法の開発や研究成果が公表されていることから，国の動向を踏まえつつ，より効

果的な検診内容となるよう，県指針の見直し・検討を行います。

○　県は，子宮頸がん検診でのHPV検査など，新しい検診手法について，「茨城県生活習慣病

検診管理指導協議会」で検討しながら，科学的な裏付けとなるデータを蓄積するとともに，

大学等の研究成果や国の動向等を踏まえ，市町村検診への導入方策を検討していきます。

○　県は，検診精度の向上のため，国指針の改正の動向を踏まえ，「茨城県生活習慣病検診管

理指導協議会」で協議のうえ，必要に応じ県指針に定める検診方法や項目，検診の精度管理

の実施方法等について見直し・検討を行います。

１　検診受診率の向上
（1）がん検診受診状況の把握

　がん検診は，市町村や職域，人間ドック等，受診機会が複数あり，県民の受診状況を正

確に把握することが困難です。県は，国及び市町村への働きかけや県単独調査の実施によ

り，受診状況の把握に努めます。

①市町村における受診対象者の把握

○　県は，市町村に対し，あらかじめ市町村検診の対象となる住民（職域でがん検診を受診す

る機会のない者を含む）を把握し，受診対象者の名簿を整備するよう働きかけます。

②職域等におけるがん検診の実態の把握

○　県は，市町村が行うがん検診のほか，職域や人間ドック等を含めた県民のがん検診受診状

況について把握するため，「モニタリング調査」などを実施し，職域等におけるがん検診の

実態の把握に努めます。

○　県は，国に対し，保険者などからの報告を制度化するなど，職域におけるがん検診の実態

を把握するための体制を整備するよう働きかけます。

（2）がん検診の受診促進対策

　がんによる死亡者数を減少させるためには，がん検診により，がんを早期に発見し，

早期に治療を行うことが重要です。県は，「モニタリング調査」の結果等を踏まえ，市町

村及び企業や健康保険組合等の関係機関と連携して，受診率向上のための取組みを推進

します。

①がん検診の推進のための協議

○　県は，「茨城県がん検診推進協議会」を開催し，市町村や関係機関と連携して，がん検診

の推進のための対策を協議していきます。

　　また，市町村が行うがん検診及び職域におけるがん検診ごとに，それぞれの関係者間によ

る専門的な検討を行うため，「住民検診推進部会」及び「職域検診推進部会」を開催し，それ

ぞれの部会において，受診率向上のための具体的な方策を検討していきます。

②がん検診の推進のための啓発

○　県は，がん検診の重要性を普及させるため，使用可能な広報媒体（県広報紙「ひばり」，

ホームページ，新聞，ラジオなど）を活用した広報の充実を図るとともに，市町村や関係

機関と連携して，「茨城県がん検診推進強化月間（10月）」に，がん検診の推進のための啓

発を重点的に行います。

　　（がん検診推進の啓発の例）

　　　・がんの専門医による講習会，がん体験者による講演会

　　　・がん予防推進員やがん検診推進サポーターによる受診勧奨

　　　・地域におけるイベント等へのブース出展

　　　・街頭や集客施設等での啓発キャンペーン

○　県は，子宮頸がんや乳がんなどの女性特有のがんについて，罹患しやすい年齢等の特性を

踏まえた，がん検診の重要性についての啓発に努めます。

○　県は，教育関係機関等と連携のうえ，児童・生徒及び保護者に対する，がんに関する知識

の普及と，がん検診の重要性についての啓発に努めます。

○　県は，市町村や関係機関と連携し，かかりつけ医や薬局の薬剤師を通じたがん検診の受診

勧奨や重要性についての啓発に努めます。

　　特に，慢性疾患で医療機関にかかっている場合に，がんの検査も同時に受けていると誤解

している県民も多いことから，通院中でもかかりつけ医の指導のもと，がん検診を別に受診

する必要があることについて，周知を図ります。

○　県は，茨城労働局や茨城産業保健総合支援センター等の関係機関の協力を得て，県内の事

業者に対してがん検診の有効性や重要性について周知を図るとともに，事業者によるがん

検診推進のための取組みの普及に努めます。

○　県は，職域でがん検診を受診する機会のない者に対して，全国健康保険協会茨城支部や商

工団体等を通じて，市町村が行うがん検診に関する情報提供を行うことにより，がん検診の

受診を働きかけます。

③効果的な受診勧奨の推進

○　県は，がん検診の実施主体である市町村に対し，受診対象者の名簿を活用した個別受診勧

奨・再勧奨の実施を働きかけます。

○　市町村は，がん検診の受診勧奨を積極的かつ継続的に行い，受診率の向上に努めます。

　　（受診勧奨の例）

　　　・特定健診受診者に対するがん検診の受診勧奨

　　　・電話による受診勧奨

○　県は，「モニタリング調査」の実施などにより，県民ががん検診を受診しない要因を分析し，

効果的な受診勧奨の方法を検討します。

○　県は，市町村と連携のうえ，保健所単位で連絡会議等を開催し，効果的な受診勧奨の方法

など，受診率向上のための方策等について情報交換を行っていきます。

○　県は，市町村の優れた取組み事例を収集し，それらを取りまとめてフィードバックするこ

とにより，効果的な受診勧奨方法の，県全体への普及を図ります。

④がん検診を受けやすい環境の整備

○　県と市町村は，受診者のがん検診に対する不安や羞恥心などの心理的負担を軽減するた

めに，検診機関等に対し，検査前の十分な説明やプライバシーの確保を求めるなど，受診者

に配慮した検診の実施に取り組みます。

○　市町村は，検診の受診手続の簡素化に努めるとともに，受診者の利便性を確保し，受診機

会を増やすため，がん検診と特定健診の同時実施や，女性が受診しやすい環境整備，医療機

関検診及び休日検診の拡大等を推進します。

○　県は，市町村が行うがん検診の種類，実施時期や場所などの情報について，県ホームペー

ジへの掲載等により，県民が検診情報を入手する機会の増加を図ります。

○　県は，県内事業者に対し，がん検診を受診する際の休暇制度等の創設や，定期健康診断に

がん検診の検査項目を追加するなど，従業員ががん検診を受けやすい環境の整備を働きか

けます。

⑤民間企業との連携

○　県は，がん検診を積極的に推進する民間企業と「がん検診受診率向上企業連携プロジェク

ト協定」を締結し，受診率向上のための啓発に取り組みます。

○　県と協定を締結した企業は，従業員や顧客等に対するがん検診の受診勧奨に努めるとと

もに，啓発資材の作成・配布，セミナーやイベント等の開催を通じて，広く県民に対し，が

んに関する知識の普及やがん検診の重要性についての啓発に努めます。

○　県と協定を締結した企業は，積極的に従業員等を「がん検診推進サポーター」として養成

し，県民に対するがん検診の受診勧奨に努めます。

○　県は，協定を締結した企業に対し，がん検診に関する情報の提供等を行い，企業の取組み

を支援します。 

○　県は，「がん検診推進サポーター養成研修会」を開催し，がん検診の受診勧奨を行う人材

の育成に取り組みます。

２　検診精度の向上
（1）　精度管理の充実

　がん検診は，適切な方法で実施され，正確な結果を出すことが必要です。

　そのため県は，確かな技術を有する検診・検査機関の確保を行うとともに検診精度の維

持・向上に取り組みます。

○　県は，引き続き「がん検診追跡調査等事業」を実施し，データの有効活用を促進するとと

もに，「茨城県生活習慣病検診管理指導協議会」において，各検診機関の精度管理指標を精

査し，必要に応じ市町村や検診機関への指導を行い，検診精度の維持･向上に取り組みます。

○　県は，県指針に基づき，検診機関及び精密検査医療機関の登録・更新を行い，検診精度の

確保を図ります。

○　県は，検診精度の維持・向上のため，検診や精密検査従事者の「生活習慣病検診従事者講

習会」を開催するとともに，対象者の積極的な参加を促進します。

○　県，市町村及び検診機関は，国立がん研究センターが示す「事業評価のためのチェックリ

スト」を参考とするなどして，精度管理の維持・向上を図ります。

　　また，県は，市町村別･検診機関別等に上記チェックリストの各項目の実施状況や要精密

検査率，精密検査受診率，がん発見率，陽性反応適中度等の集計を行い，県のホームページ

等で公開していきます。

○　県は，国による「職域におけるがん検診に関するマニュアル」を踏まえ，職域でのがん検

診のあり方を検討していきます。

（2）精密検査受診の支援

　がん検診の目的が「がんの早期発見・早期治療」である以上，要精密検査と判定された

者については，確実に精密検査を受診させ，治療に繋げることが必要です。

　そのため，県及び市町村では，精密検査受診率向上のため，要精密検査者への受診勧奨・

再勧奨を推進します。

○　県は，引き続き「がん検診追跡調査等事業」を実施することにより，そのデータを活用し，

市町村や関係機関と連携し精密検査受診率の向上を図ります。

　　　

○　市町村は，精密検査の意義を住民に周知するとともに，「がん検診追跡調査等事業」で把

握できる精密検査未受診者情報の活用により，要精密検査者の受診勧奨・再勧奨の促進を

図ります。

○　県は，「茨城県生活習慣病検診管理指導協議会」で，各がん検診の精密検査受診率を検証し，

必要に応じて市町村等に対し助言・指導を行います。

　　また，県は，精密検査受診率向上のために，「茨城県がん検診推進協議会」等を活用し，各

市町村が独自に工夫して実施している取組み事例や成功例を収集し，フィードバックする

ことにより，精密検査受診率向上の効果的な取組みを県内市町村に普及していきます。

○　県は，医師会と連携し，精密検査実施医療機関の十分な確保に努めるとともに，精密検査

実施医療機関に対し「がん検診追跡調査等事業」への協力を働きかけていきます。

○　市町村や検診実施機関は，対象者に対し，精密検査の意義や検査方法など，精密検査の必

要性を十分認識できるよう分かりやすい説明に努めます。

○　県は，職域におけるがん検診についても，関係機関と連携して，精密検査の重要性の周知

及び精密検査の受診勧奨を推進するよう保険者や事業者に働きかけます。

（3）新しい検診の科学的情報の収集と導入方法の検討

　本県で実施しているがん検診の方法や項目は，県指針で規定していますが，日々，新た

な検査方法の開発や研究成果が公表されていることから，国の動向を踏まえつつ，より効

果的な検診内容となるよう，県指針の見直し・検討を行います。

○　県は，子宮頸がん検診でのHPV検査など，新しい検診手法について，「茨城県生活習慣病

検診管理指導協議会」で検討しながら，科学的な裏付けとなるデータを蓄積するとともに，

大学等の研究成果や国の動向等を踏まえ，市町村検診への導入方策を検討していきます。

○　県は，検診精度の向上のため，国指針の改正の動向を踏まえ，「茨城県生活習慣病検診管

理指導協議会」で協議のうえ，必要に応じ県指針に定める検診方法や項目，検診の精度管理

の実施方法等について見直し・検討を行います。
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１　検診受診率の向上
（1）がん検診受診状況の把握

　がん検診は，市町村や職域，人間ドック等，受診機会が複数あり，県民の受診状況を正

確に把握することが困難です。県は，国及び市町村への働きかけや県単独調査の実施によ

り，受診状況の把握に努めます。

①市町村における受診対象者の把握

○　県は，市町村に対し，あらかじめ市町村検診の対象となる住民（職域でがん検診を受診す

る機会のない者を含む）を把握し，受診対象者の名簿を整備するよう働きかけます。

②職域等におけるがん検診の実態の把握

○　県は，市町村が行うがん検診のほか，職域や人間ドック等を含めた県民のがん検診受診状

況について把握するため，「モニタリング調査」などを実施し，職域等におけるがん検診の

実態の把握に努めます。

○　県は，国に対し，保険者などからの報告を制度化するなど，職域におけるがん検診の実態

を把握するための体制を整備するよう働きかけます。

（2）がん検診の受診促進対策

　がんによる死亡者数を減少させるためには，がん検診により，がんを早期に発見し，

早期に治療を行うことが重要です。県は，「モニタリング調査」の結果等を踏まえ，市町

村及び企業や健康保険組合等の関係機関と連携して，受診率向上のための取組みを推進

します。

①がん検診の推進のための協議

○　県は，「茨城県がん検診推進協議会」を開催し，市町村や関係機関と連携して，がん検診

の推進のための対策を協議していきます。

　　また，市町村が行うがん検診及び職域におけるがん検診ごとに，それぞれの関係者間によ

る専門的な検討を行うため，「住民検診推進部会」及び「職域検診推進部会」を開催し，それ

ぞれの部会において，受診率向上のための具体的な方策を検討していきます。

②がん検診の推進のための啓発

○　県は，がん検診の重要性を普及させるため，使用可能な広報媒体（県広報紙「ひばり」，

ホームページ，新聞，ラジオなど）を活用した広報の充実を図るとともに，市町村や関係

機関と連携して，「茨城県がん検診推進強化月間（10月）」に，がん検診の推進のための啓

発を重点的に行います。

　　（がん検診推進の啓発の例）

　　　・がんの専門医による講習会，がん体験者による講演会

　　　・がん予防推進員やがん検診推進サポーターによる受診勧奨

　　　・地域におけるイベント等へのブース出展

　　　・街頭や集客施設等での啓発キャンペーン

○　県は，子宮頸がんや乳がんなどの女性特有のがんについて，罹患しやすい年齢等の特性を

踏まえた，がん検診の重要性についての啓発に努めます。

○　県は，教育関係機関等と連携のうえ，児童・生徒及び保護者に対する，がんに関する知識

の普及と，がん検診の重要性についての啓発に努めます。

○　県は，市町村や関係機関と連携し，かかりつけ医や薬局の薬剤師を通じたがん検診の受診

勧奨や重要性についての啓発に努めます。

　　特に，慢性疾患で医療機関にかかっている場合に，がんの検査も同時に受けていると誤解

している県民も多いことから，通院中でもかかりつけ医の指導のもと，がん検診を別に受診

する必要があることについて，周知を図ります。

○　県は，茨城労働局や茨城産業保健総合支援センター等の関係機関の協力を得て，県内の事

業者に対してがん検診の有効性や重要性について周知を図るとともに，事業者によるがん

検診推進のための取組みの普及に努めます。

○　県は，職域でがん検診を受診する機会のない者に対して，全国健康保険協会茨城支部や商

工団体等を通じて，市町村が行うがん検診に関する情報提供を行うことにより，がん検診の

受診を働きかけます。

③効果的な受診勧奨の推進

○　県は，がん検診の実施主体である市町村に対し，受診対象者の名簿を活用した個別受診勧

奨・再勧奨の実施を働きかけます。

○　市町村は，がん検診の受診勧奨を積極的かつ継続的に行い，受診率の向上に努めます。

　　（受診勧奨の例）

　　　・特定健診受診者に対するがん検診の受診勧奨

　　　・電話による受診勧奨

○　県は，「モニタリング調査」の実施などにより，県民ががん検診を受診しない要因を分析し，

効果的な受診勧奨の方法を検討します。

○　県は，市町村と連携のうえ，保健所単位で連絡会議等を開催し，効果的な受診勧奨の方法

など，受診率向上のための方策等について情報交換を行っていきます。

○　県は，市町村の優れた取組み事例を収集し，それらを取りまとめてフィードバックするこ

とにより，効果的な受診勧奨方法の，県全体への普及を図ります。

④がん検診を受けやすい環境の整備

○　県と市町村は，受診者のがん検診に対する不安や羞恥心などの心理的負担を軽減するた

めに，検診機関等に対し，検査前の十分な説明やプライバシーの確保を求めるなど，受診者

に配慮した検診の実施に取り組みます。

○　市町村は，検診の受診手続の簡素化に努めるとともに，受診者の利便性を確保し，受診機

会を増やすため，がん検診と特定健診の同時実施や，女性が受診しやすい環境整備，医療機

関検診及び休日検診の拡大等を推進します。

○　県は，市町村が行うがん検診の種類，実施時期や場所などの情報について，県ホームペー

ジへの掲載等により，県民が検診情報を入手する機会の増加を図ります。

○　県は，県内事業者に対し，がん検診を受診する際の休暇制度等の創設や，定期健康診断に

がん検診の検査項目を追加するなど，従業員ががん検診を受けやすい環境の整備を働きか

けます。

⑤民間企業との連携

○　県は，がん検診を積極的に推進する民間企業と「がん検診受診率向上企業連携プロジェク

ト協定」を締結し，受診率向上のための啓発に取り組みます。

○　県と協定を締結した企業は，従業員や顧客等に対するがん検診の受診勧奨に努めるとと

もに，啓発資材の作成・配布，セミナーやイベント等の開催を通じて，広く県民に対し，が

んに関する知識の普及やがん検診の重要性についての啓発に努めます。

○　県と協定を締結した企業は，積極的に従業員等を「がん検診推進サポーター」として養成

し，県民に対するがん検診の受診勧奨に努めます。

○　県は，協定を締結した企業に対し，がん検診に関する情報の提供等を行い，企業の取組み

を支援します。 

○　県は，「がん検診推進サポーター養成研修会」を開催し，がん検診の受診勧奨を行う人材

の育成に取り組みます。

２　検診精度の向上
（1）　精度管理の充実

　がん検診は，適切な方法で実施され，正確な結果を出すことが必要です。

　そのため県は，確かな技術を有する検診・検査機関の確保を行うとともに検診精度の維

持・向上に取り組みます。

○　県は，引き続き「がん検診追跡調査等事業」を実施し，データの有効活用を促進するとと

もに，「茨城県生活習慣病検診管理指導協議会」において，各検診機関の精度管理指標を精

査し，必要に応じ市町村や検診機関への指導を行い，検診精度の維持･向上に取り組みます。

○　県は，県指針に基づき，検診機関及び精密検査医療機関の登録・更新を行い，検診精度の

確保を図ります。

○　県は，検診精度の維持・向上のため，検診や精密検査従事者の「生活習慣病検診従事者講

習会」を開催するとともに，対象者の積極的な参加を促進します。

○　県，市町村及び検診機関は，国立がん研究センターが示す「事業評価のためのチェックリ

スト」を参考とするなどして，精度管理の維持・向上を図ります。

　　また，県は，市町村別･検診機関別等に上記チェックリストの各項目の実施状況や要精密

検査率，精密検査受診率，がん発見率，陽性反応適中度等の集計を行い，県のホームページ

等で公開していきます。

○　県は，国による「職域におけるがん検診に関するマニュアル」を踏まえ，職域でのがん検

診のあり方を検討していきます。

（2）精密検査受診の支援

　がん検診の目的が「がんの早期発見・早期治療」である以上，要精密検査と判定された

者については，確実に精密検査を受診させ，治療に繋げることが必要です。

　そのため，県及び市町村では，精密検査受診率向上のため，要精密検査者への受診勧奨・

再勧奨を推進します。

○　県は，引き続き「がん検診追跡調査等事業」を実施することにより，そのデータを活用し，

市町村や関係機関と連携し精密検査受診率の向上を図ります。

　　　

○　市町村は，精密検査の意義を住民に周知するとともに，「がん検診追跡調査等事業」で把

握できる精密検査未受診者情報の活用により，要精密検査者の受診勧奨・再勧奨の促進を

図ります。

○　県は，「茨城県生活習慣病検診管理指導協議会」で，各がん検診の精密検査受診率を検証し，

必要に応じて市町村等に対し助言・指導を行います。

　　また，県は，精密検査受診率向上のために，「茨城県がん検診推進協議会」等を活用し，各

市町村が独自に工夫して実施している取組み事例や成功例を収集し，フィードバックする

ことにより，精密検査受診率向上の効果的な取組みを県内市町村に普及していきます。

○　県は，医師会と連携し，精密検査実施医療機関の十分な確保に努めるとともに，精密検査

実施医療機関に対し「がん検診追跡調査等事業」への協力を働きかけていきます。

○　市町村や検診実施機関は，対象者に対し，精密検査の意義や検査方法など，精密検査の必

要性を十分認識できるよう分かりやすい説明に努めます。

○　県は，職域におけるがん検診についても，関係機関と連携して，精密検査の重要性の周知

及び精密検査の受診勧奨を推進するよう保険者や事業者に働きかけます。

（3）新しい検診の科学的情報の収集と導入方法の検討

　本県で実施しているがん検診の方法や項目は，県指針で規定していますが，日々，新た

な検査方法の開発や研究成果が公表されていることから，国の動向を踏まえつつ，より効

果的な検診内容となるよう，県指針の見直し・検討を行います。

○　県は，子宮頸がん検診でのHPV検査など，新しい検診手法について，「茨城県生活習慣病

検診管理指導協議会」で検討しながら，科学的な裏付けとなるデータを蓄積するとともに，

大学等の研究成果や国の動向等を踏まえ，市町村検診への導入方策を検討していきます。

○　県は，検診精度の向上のため，国指針の改正の動向を踏まえ，「茨城県生活習慣病検診管

理指導協議会」で協議のうえ，必要に応じ県指針に定める検診方法や項目，検診の精度管理

の実施方法等について見直し・検討を行います。
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１　検診受診率の向上
（1）がん検診受診状況の把握

　がん検診は，市町村や職域，人間ドック等，受診機会が複数あり，県民の受診状況を正

確に把握することが困難です。県は，国及び市町村への働きかけや県単独調査の実施によ

り，受診状況の把握に努めます。

①市町村における受診対象者の把握

○　県は，市町村に対し，あらかじめ市町村検診の対象となる住民（職域でがん検診を受診す

る機会のない者を含む）を把握し，受診対象者の名簿を整備するよう働きかけます。

②職域等におけるがん検診の実態の把握

○　県は，市町村が行うがん検診のほか，職域や人間ドック等を含めた県民のがん検診受診状

況について把握するため，「モニタリング調査」などを実施し，職域等におけるがん検診の

実態の把握に努めます。

○　県は，国に対し，保険者などからの報告を制度化するなど，職域におけるがん検診の実態

を把握するための体制を整備するよう働きかけます。

（2）がん検診の受診促進対策

　がんによる死亡者数を減少させるためには，がん検診により，がんを早期に発見し，

早期に治療を行うことが重要です。県は，「モニタリング調査」の結果等を踏まえ，市町

村及び企業や健康保険組合等の関係機関と連携して，受診率向上のための取組みを推進

します。

①がん検診の推進のための協議

○　県は，「茨城県がん検診推進協議会」を開催し，市町村や関係機関と連携して，がん検診

の推進のための対策を協議していきます。

　　また，市町村が行うがん検診及び職域におけるがん検診ごとに，それぞれの関係者間によ

る専門的な検討を行うため，「住民検診推進部会」及び「職域検診推進部会」を開催し，それ

ぞれの部会において，受診率向上のための具体的な方策を検討していきます。

②がん検診の推進のための啓発

○　県は，がん検診の重要性を普及させるため，使用可能な広報媒体（県広報紙「ひばり」，

ホームページ，新聞，ラジオなど）を活用した広報の充実を図るとともに，市町村や関係

機関と連携して，「茨城県がん検診推進強化月間（10月）」に，がん検診の推進のための啓

発を重点的に行います。

　　（がん検診推進の啓発の例）

　　　・がんの専門医による講習会，がん体験者による講演会

　　　・がん予防推進員やがん検診推進サポーターによる受診勧奨

　　　・地域におけるイベント等へのブース出展

　　　・街頭や集客施設等での啓発キャンペーン

○　県は，子宮頸がんや乳がんなどの女性特有のがんについて，罹患しやすい年齢等の特性を

踏まえた，がん検診の重要性についての啓発に努めます。

○　県は，教育関係機関等と連携のうえ，児童・生徒及び保護者に対する，がんに関する知識

の普及と，がん検診の重要性についての啓発に努めます。

○　県は，市町村や関係機関と連携し，かかりつけ医や薬局の薬剤師を通じたがん検診の受診

勧奨や重要性についての啓発に努めます。

　　特に，慢性疾患で医療機関にかかっている場合に，がんの検査も同時に受けていると誤解

している県民も多いことから，通院中でもかかりつけ医の指導のもと，がん検診を別に受診

する必要があることについて，周知を図ります。

○　県は，茨城労働局や茨城産業保健総合支援センター等の関係機関の協力を得て，県内の事

業者に対してがん検診の有効性や重要性について周知を図るとともに，事業者によるがん

検診推進のための取組みの普及に努めます。

○　県は，職域でがん検診を受診する機会のない者に対して，全国健康保険協会茨城支部や商

工団体等を通じて，市町村が行うがん検診に関する情報提供を行うことにより，がん検診の

受診を働きかけます。

③効果的な受診勧奨の推進

○　県は，がん検診の実施主体である市町村に対し，受診対象者の名簿を活用した個別受診勧

奨・再勧奨の実施を働きかけます。

○　市町村は，がん検診の受診勧奨を積極的かつ継続的に行い，受診率の向上に努めます。

　　（受診勧奨の例）

　　　・特定健診受診者に対するがん検診の受診勧奨

　　　・電話による受診勧奨

○　県は，「モニタリング調査」の実施などにより，県民ががん検診を受診しない要因を分析し，

効果的な受診勧奨の方法を検討します。

○　県は，市町村と連携のうえ，保健所単位で連絡会議等を開催し，効果的な受診勧奨の方法

など，受診率向上のための方策等について情報交換を行っていきます。

○　県は，市町村の優れた取組み事例を収集し，それらを取りまとめてフィードバックするこ

とにより，効果的な受診勧奨方法の，県全体への普及を図ります。

④がん検診を受けやすい環境の整備

○　県と市町村は，受診者のがん検診に対する不安や羞恥心などの心理的負担を軽減するた

めに，検診機関等に対し，検査前の十分な説明やプライバシーの確保を求めるなど，受診者

に配慮した検診の実施に取り組みます。

○　市町村は，検診の受診手続の簡素化に努めるとともに，受診者の利便性を確保し，受診機

会を増やすため，がん検診と特定健診の同時実施や，女性が受診しやすい環境整備，医療機

関検診及び休日検診の拡大等を推進します。

○　県は，市町村が行うがん検診の種類，実施時期や場所などの情報について，県ホームペー

ジへの掲載等により，県民が検診情報を入手する機会の増加を図ります。

○　県は，県内事業者に対し，がん検診を受診する際の休暇制度等の創設や，定期健康診断に

がん検診の検査項目を追加するなど，従業員ががん検診を受けやすい環境の整備を働きか

けます。

⑤民間企業との連携

○　県は，がん検診を積極的に推進する民間企業と「がん検診受診率向上企業連携プロジェク

ト協定」を締結し，受診率向上のための啓発に取り組みます。

○　県と協定を締結した企業は，従業員や顧客等に対するがん検診の受診勧奨に努めるとと

もに，啓発資材の作成・配布，セミナーやイベント等の開催を通じて，広く県民に対し，が

んに関する知識の普及やがん検診の重要性についての啓発に努めます。

○　県と協定を締結した企業は，積極的に従業員等を「がん検診推進サポーター」として養成

し，県民に対するがん検診の受診勧奨に努めます。

○　県は，協定を締結した企業に対し，がん検診に関する情報の提供等を行い，企業の取組み

を支援します。 

○　県は，「がん検診推進サポーター養成研修会」を開催し，がん検診の受診勧奨を行う人材

の育成に取り組みます。

２　検診精度の向上
（1）　精度管理の充実

　がん検診は，適切な方法で実施され，正確な結果を出すことが必要です。

　そのため県は，確かな技術を有する検診・検査機関の確保を行うとともに検診精度の維

持・向上に取り組みます。

○　県は，引き続き「がん検診追跡調査等事業」を実施し，データの有効活用を促進するとと

もに，「茨城県生活習慣病検診管理指導協議会」において，各検診機関の精度管理指標を精

査し，必要に応じ市町村や検診機関への指導を行い，検診精度の維持･向上に取り組みます。

○　県は，県指針に基づき，検診機関及び精密検査医療機関の登録・更新を行い，検診精度の

確保を図ります。

○　県は，検診精度の維持・向上のため，検診や精密検査従事者の「生活習慣病検診従事者講

習会」を開催するとともに，対象者の積極的な参加を促進します。

○　県，市町村及び検診機関は，国立がん研究センターが示す「事業評価のためのチェックリ

スト」を参考とするなどして，精度管理の維持・向上を図ります。

　　また，県は，市町村別･検診機関別等に上記チェックリストの各項目の実施状況や要精密

検査率，精密検査受診率，がん発見率，陽性反応適中度等の集計を行い，県のホームページ

等で公開していきます。

○　県は，国による「職域におけるがん検診に関するマニュアル」を踏まえ，職域でのがん検

診のあり方を検討していきます。

（2）精密検査受診の支援

　がん検診の目的が「がんの早期発見・早期治療」である以上，要精密検査と判定された

者については，確実に精密検査を受診させ，治療に繋げることが必要です。

　そのため，県及び市町村では，精密検査受診率向上のため，要精密検査者への受診勧奨・

再勧奨を推進します。

○　県は，引き続き「がん検診追跡調査等事業」を実施することにより，そのデータを活用し，

市町村や関係機関と連携し精密検査受診率の向上を図ります。

　　　

○　市町村は，精密検査の意義を住民に周知するとともに，「がん検診追跡調査等事業」で把

握できる精密検査未受診者情報の活用により，要精密検査者の受診勧奨・再勧奨の促進を

図ります。

○　県は，「茨城県生活習慣病検診管理指導協議会」で，各がん検診の精密検査受診率を検証し，

必要に応じて市町村等に対し助言・指導を行います。

　　また，県は，精密検査受診率向上のために，「茨城県がん検診推進協議会」等を活用し，各

市町村が独自に工夫して実施している取組み事例や成功例を収集し，フィードバックする

ことにより，精密検査受診率向上の効果的な取組みを県内市町村に普及していきます。

○　県は，医師会と連携し，精密検査実施医療機関の十分な確保に努めるとともに，精密検査

実施医療機関に対し「がん検診追跡調査等事業」への協力を働きかけていきます。

○　市町村や検診実施機関は，対象者に対し，精密検査の意義や検査方法など，精密検査の必

要性を十分認識できるよう分かりやすい説明に努めます。

○　県は，職域におけるがん検診についても，関係機関と連携して，精密検査の重要性の周知

及び精密検査の受診勧奨を推進するよう保険者や事業者に働きかけます。

（3）新しい検診の科学的情報の収集と導入方法の検討

　本県で実施しているがん検診の方法や項目は，県指針で規定していますが，日々，新た

な検査方法の開発や研究成果が公表されていることから，国の動向を踏まえつつ，より効

果的な検診内容となるよう，県指針の見直し・検討を行います。

○　県は，子宮頸がん検診でのHPV検査など，新しい検診手法について，「茨城県生活習慣病

検診管理指導協議会」で検討しながら，科学的な裏付けとなるデータを蓄積するとともに，

大学等の研究成果や国の動向等を踏まえ，市町村検診への導入方策を検討していきます。

○　県は，検診精度の向上のため，国指針の改正の動向を踏まえ，「茨城県生活習慣病検診管

理指導協議会」で協議のうえ，必要に応じ県指針に定める検診方法や項目，検診の精度管理

の実施方法等について見直し・検討を行います。

１　検診受診率の向上

施策の目標

三次計画策定時 三次計画中間評価時 四次計画策定時

（平成22（2010）年度）（平成25（2013）年度）（平成28（2016）年度） （2022年度）

（40 ～ 69歳） 32.6% 39.5% 42.4%

（40歳以上） 29.8% 36.6% 39.9%

（40 ～ 69歳） 26.6% 44.2% 51.0%

（40歳以上） 24.0% 40.6% 47.8%

（40 ～ 69歳） 25.6% 36.8% 42.2%

（40歳以上） 23.3% 33.6% 38.9%

（40 ～ 69歳） 39.8% 44.8% 46.2%

（40歳以上） 30.4% 34.9% 36.7%

（20 ～ 69歳） 36.5% 41.7% 42.5%

（20歳以上） 30.4% 34.8% 35.9%

　 「国民生活基礎調査」（健康票）より　国の検診基準に基づくがん検診受診率

　　：胃がんは，平成22・25・28年値については過去1年，平成34年値（目標値）については過去2年の受診率。

　　　肺，大腸がんは，過去１年の受診率。乳，子宮頸がんは，過去２年の受診率。

　　：対象年齢は，がん対策推進基本計画（平成24年6月）では、上限設定（70歳未満）されたが、過去の県計画目標値との比較

　　　のため，上限なしの値も併記している。

　　：「国民生活基礎調査」は毎年実施されているが，がん検診受診率は，３年に１度の大規模調査時のみ調査項目となるため

　　　目標値の最終確認は，計画最終年（平成35年度）ではなく，平成34年の値で行う予定。

目標値
途中経過

項　　　　　目

50%

(70歳未満
の受診率)

胃がん

肺がん

大腸がん

乳がん

子宮頸がん

がん検診
受診率

※第二次計画までは，「茨城県総合がん対策推進モニタリング調査」のデータを使用していたが，

他県との比較性を考慮して，第三次計画より「国民生活基礎調査」のデータを使用することと

した。

＊平成１９年度調査の乳がん検診受診率については過去２年間に受診した人の割合。それ以外は
　 過去１年間の受診率。

《がんモニタリング調査による、県指針に基づくがん検診受診率（参考値）》

項目
検診 平成19（2007）年度 平成23（2011）年度 平成28（2016）年度

胃がん （40歳以上） 41.2% 42.4% 44.7%
肺がん （40歳以上） 40.8% 46.5% 49.0%
大腸がん （40歳以上） 36.1% 39.6% 48.6%
乳がん （30歳以上） 31.4% 32.8% 33.8%
子宮頸がん （20歳以上） 26.5% 30.9% 33.4%

調査実施年度

−  80  −
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１　検診受診率の向上
（1）がん検診受診状況の把握

　がん検診は，市町村や職域，人間ドック等，受診機会が複数あり，県民の受診状況を正

確に把握することが困難です。県は，国及び市町村への働きかけや県単独調査の実施によ

り，受診状況の把握に努めます。

①市町村における受診対象者の把握

○　県は，市町村に対し，あらかじめ市町村検診の対象となる住民（職域でがん検診を受診す

る機会のない者を含む）を把握し，受診対象者の名簿を整備するよう働きかけます。

②職域等におけるがん検診の実態の把握

○　県は，市町村が行うがん検診のほか，職域や人間ドック等を含めた県民のがん検診受診状

況について把握するため，「モニタリング調査」などを実施し，職域等におけるがん検診の

実態の把握に努めます。

○　県は，国に対し，保険者などからの報告を制度化するなど，職域におけるがん検診の実態

を把握するための体制を整備するよう働きかけます。

（2）がん検診の受診促進対策

　がんによる死亡者数を減少させるためには，がん検診により，がんを早期に発見し，

早期に治療を行うことが重要です。県は，「モニタリング調査」の結果等を踏まえ，市町

村及び企業や健康保険組合等の関係機関と連携して，受診率向上のための取組みを推進

します。

①がん検診の推進のための協議

○　県は，「茨城県がん検診推進協議会」を開催し，市町村や関係機関と連携して，がん検診

の推進のための対策を協議していきます。

　　また，市町村が行うがん検診及び職域におけるがん検診ごとに，それぞれの関係者間によ

る専門的な検討を行うため，「住民検診推進部会」及び「職域検診推進部会」を開催し，それ

ぞれの部会において，受診率向上のための具体的な方策を検討していきます。

②がん検診の推進のための啓発

○　県は，がん検診の重要性を普及させるため，使用可能な広報媒体（県広報紙「ひばり」，

ホームページ，新聞，ラジオなど）を活用した広報の充実を図るとともに，市町村や関係

機関と連携して，「茨城県がん検診推進強化月間（10月）」に，がん検診の推進のための啓

発を重点的に行います。

　　（がん検診推進の啓発の例）

　　　・がんの専門医による講習会，がん体験者による講演会

　　　・がん予防推進員やがん検診推進サポーターによる受診勧奨

　　　・地域におけるイベント等へのブース出展

　　　・街頭や集客施設等での啓発キャンペーン

○　県は，子宮頸がんや乳がんなどの女性特有のがんについて，罹患しやすい年齢等の特性を

踏まえた，がん検診の重要性についての啓発に努めます。

○　県は，教育関係機関等と連携のうえ，児童・生徒及び保護者に対する，がんに関する知識

の普及と，がん検診の重要性についての啓発に努めます。

○　県は，市町村や関係機関と連携し，かかりつけ医や薬局の薬剤師を通じたがん検診の受診

勧奨や重要性についての啓発に努めます。

　　特に，慢性疾患で医療機関にかかっている場合に，がんの検査も同時に受けていると誤解

している県民も多いことから，通院中でもかかりつけ医の指導のもと，がん検診を別に受診

する必要があることについて，周知を図ります。

○　県は，茨城労働局や茨城産業保健総合支援センター等の関係機関の協力を得て，県内の事

業者に対してがん検診の有効性や重要性について周知を図るとともに，事業者によるがん

検診推進のための取組みの普及に努めます。

○　県は，職域でがん検診を受診する機会のない者に対して，全国健康保険協会茨城支部や商

工団体等を通じて，市町村が行うがん検診に関する情報提供を行うことにより，がん検診の

受診を働きかけます。

③効果的な受診勧奨の推進

○　県は，がん検診の実施主体である市町村に対し，受診対象者の名簿を活用した個別受診勧

奨・再勧奨の実施を働きかけます。

○　市町村は，がん検診の受診勧奨を積極的かつ継続的に行い，受診率の向上に努めます。

　　（受診勧奨の例）

　　　・特定健診受診者に対するがん検診の受診勧奨

　　　・電話による受診勧奨

○　県は，「モニタリング調査」の実施などにより，県民ががん検診を受診しない要因を分析し，

効果的な受診勧奨の方法を検討します。

○　県は，市町村と連携のうえ，保健所単位で連絡会議等を開催し，効果的な受診勧奨の方法

など，受診率向上のための方策等について情報交換を行っていきます。

○　県は，市町村の優れた取組み事例を収集し，それらを取りまとめてフィードバックするこ

とにより，効果的な受診勧奨方法の，県全体への普及を図ります。

④がん検診を受けやすい環境の整備

○　県と市町村は，受診者のがん検診に対する不安や羞恥心などの心理的負担を軽減するた

めに，検診機関等に対し，検査前の十分な説明やプライバシーの確保を求めるなど，受診者

に配慮した検診の実施に取り組みます。

○　市町村は，検診の受診手続の簡素化に努めるとともに，受診者の利便性を確保し，受診機

会を増やすため，がん検診と特定健診の同時実施や，女性が受診しやすい環境整備，医療機

関検診及び休日検診の拡大等を推進します。

○　県は，市町村が行うがん検診の種類，実施時期や場所などの情報について，県ホームペー

ジへの掲載等により，県民が検診情報を入手する機会の増加を図ります。

○　県は，県内事業者に対し，がん検診を受診する際の休暇制度等の創設や，定期健康診断に

がん検診の検査項目を追加するなど，従業員ががん検診を受けやすい環境の整備を働きか

けます。

⑤民間企業との連携

○　県は，がん検診を積極的に推進する民間企業と「がん検診受診率向上企業連携プロジェク

ト協定」を締結し，受診率向上のための啓発に取り組みます。

○　県と協定を締結した企業は，従業員や顧客等に対するがん検診の受診勧奨に努めるとと

もに，啓発資材の作成・配布，セミナーやイベント等の開催を通じて，広く県民に対し，が

んに関する知識の普及やがん検診の重要性についての啓発に努めます。

○　県と協定を締結した企業は，積極的に従業員等を「がん検診推進サポーター」として養成

し，県民に対するがん検診の受診勧奨に努めます。

○　県は，協定を締結した企業に対し，がん検診に関する情報の提供等を行い，企業の取組み

を支援します。 

○　県は，「がん検診推進サポーター養成研修会」を開催し，がん検診の受診勧奨を行う人材

の育成に取り組みます。

２　検診精度の向上
（1）　精度管理の充実

　がん検診は，適切な方法で実施され，正確な結果を出すことが必要です。

　そのため県は，確かな技術を有する検診・検査機関の確保を行うとともに検診精度の維

持・向上に取り組みます。

○　県は，引き続き「がん検診追跡調査等事業」を実施し，データの有効活用を促進するとと

もに，「茨城県生活習慣病検診管理指導協議会」において，各検診機関の精度管理指標を精

査し，必要に応じ市町村や検診機関への指導を行い，検診精度の維持･向上に取り組みます。

○　県は，県指針に基づき，検診機関及び精密検査医療機関の登録・更新を行い，検診精度の

確保を図ります。

○　県は，検診精度の維持・向上のため，検診や精密検査従事者の「生活習慣病検診従事者講

習会」を開催するとともに，対象者の積極的な参加を促進します。

○　県，市町村及び検診機関は，国立がん研究センターが示す「事業評価のためのチェックリ

スト」を参考とするなどして，精度管理の維持・向上を図ります。

　　また，県は，市町村別･検診機関別等に上記チェックリストの各項目の実施状況や要精密

検査率，精密検査受診率，がん発見率，陽性反応適中度等の集計を行い，県のホームページ

等で公開していきます。

○　県は，国による「職域におけるがん検診に関するマニュアル」を踏まえ，職域でのがん検

診のあり方を検討していきます。

（2）精密検査受診の支援

　がん検診の目的が「がんの早期発見・早期治療」である以上，要精密検査と判定された

者については，確実に精密検査を受診させ，治療に繋げることが必要です。

　そのため，県及び市町村では，精密検査受診率向上のため，要精密検査者への受診勧奨・

再勧奨を推進します。

○　県は，引き続き「がん検診追跡調査等事業」を実施することにより，そのデータを活用し，

市町村や関係機関と連携し精密検査受診率の向上を図ります。

　　　

○　市町村は，精密検査の意義を住民に周知するとともに，「がん検診追跡調査等事業」で把

握できる精密検査未受診者情報の活用により，要精密検査者の受診勧奨・再勧奨の促進を

図ります。

○　県は，「茨城県生活習慣病検診管理指導協議会」で，各がん検診の精密検査受診率を検証し，

必要に応じて市町村等に対し助言・指導を行います。

　　また，県は，精密検査受診率向上のために，「茨城県がん検診推進協議会」等を活用し，各

市町村が独自に工夫して実施している取組み事例や成功例を収集し，フィードバックする

ことにより，精密検査受診率向上の効果的な取組みを県内市町村に普及していきます。

○　県は，医師会と連携し，精密検査実施医療機関の十分な確保に努めるとともに，精密検査

実施医療機関に対し「がん検診追跡調査等事業」への協力を働きかけていきます。

○　市町村や検診実施機関は，対象者に対し，精密検査の意義や検査方法など，精密検査の必

要性を十分認識できるよう分かりやすい説明に努めます。

○　県は，職域におけるがん検診についても，関係機関と連携して，精密検査の重要性の周知

及び精密検査の受診勧奨を推進するよう保険者や事業者に働きかけます。

（3）新しい検診の科学的情報の収集と導入方法の検討

　本県で実施しているがん検診の方法や項目は，県指針で規定していますが，日々，新た

な検査方法の開発や研究成果が公表されていることから，国の動向を踏まえつつ，より効

果的な検診内容となるよう，県指針の見直し・検討を行います。

○　県は，子宮頸がん検診でのHPV検査など，新しい検診手法について，「茨城県生活習慣病

検診管理指導協議会」で検討しながら，科学的な裏付けとなるデータを蓄積するとともに，

大学等の研究成果や国の動向等を踏まえ，市町村検診への導入方策を検討していきます。

○　県は，検診精度の向上のため，国指針の改正の動向を踏まえ，「茨城県生活習慣病検診管

理指導協議会」で協議のうえ，必要に応じ県指針に定める検診方法や項目，検診の精度管理

の実施方法等について見直し・検討を行います。

１　検診受診率の向上

施策の目標

三次計画策定時 三次計画中間評価時 四次計画策定時

（平成22（2010）年度）（平成25（2013）年度）（平成28（2016）年度） （2022年度）

（40 ～ 69歳） 32.6% 39.5% 42.4%

（40歳以上） 29.8% 36.6% 39.9%

（40 ～ 69歳） 26.6% 44.2% 51.0%

（40歳以上） 24.0% 40.6% 47.8%

（40 ～ 69歳） 25.6% 36.8% 42.2%

（40歳以上） 23.3% 33.6% 38.9%

（40 ～ 69歳） 39.8% 44.8% 46.2%

（40歳以上） 30.4% 34.9% 36.7%

（20 ～ 69歳） 36.5% 41.7% 42.5%

（20歳以上） 30.4% 34.8% 35.9%

　 「国民生活基礎調査」（健康票）より　国の検診基準に基づくがん検診受診率

　　：胃がんは，平成22・25・28年値については過去1年，平成34年値（目標値）については過去2年の受診率。

　　　肺，大腸がんは，過去１年の受診率。乳，子宮頸がんは，過去２年の受診率。

　　：対象年齢は，がん対策推進基本計画（平成24年6月）では、上限設定（70歳未満）されたが、過去の県計画目標値との比較

　　　のため，上限なしの値も併記している。

　　：「国民生活基礎調査」は毎年実施されているが，がん検診受診率は，３年に１度の大規模調査時のみ調査項目となるため

　　　目標値の最終確認は，計画最終年（平成35年度）ではなく，平成34年の値で行う予定。

目標値
途中経過

項　　　　　目

50%

(70歳未満
の受診率)

胃がん

肺がん

大腸がん

乳がん

子宮頸がん

がん検診
受診率

※第二次計画までは，「茨城県総合がん対策推進モニタリング調査」のデータを使用していたが，

他県との比較性を考慮して，第三次計画より「国民生活基礎調査」のデータを使用することと

した。

＊平成１９年度調査の乳がん検診受診率については過去２年間に受診した人の割合。それ以外は
　 過去１年間の受診率。

《がんモニタリング調査による、県指針に基づくがん検診受診率（参考値）》

項目
検診 平成19（2007）年度 平成23（2011）年度 平成28（2016）年度

胃がん （40歳以上） 41.2% 42.4% 44.7%
肺がん （40歳以上） 40.8% 46.5% 49.0%
大腸がん （40歳以上） 36.1% 39.6% 48.6%
乳がん （30歳以上） 31.4% 32.8% 33.8%
子宮頸がん （20歳以上） 26.5% 30.9% 33.4%

調査実施年度
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２  検診精度の向上 

二次後期計画策定時 三次計画策定時 四次計画策定時

（平成19（2007）年度）（平成24（2012）年度）（平成28（2016）年度） （2023年度）

胃がん 82.2% 83.8% 83.3%

肺がん 84.0% 85.5% 83.4%

大腸がん 69.3% 72.0% 72.6%

乳がん 84.6% 82.7% 84.2%

子宮頸がん 91.6% 88.5% 86.9%

　保健予防課の業務資料（各がん種別「がん検診実施年報」）より

　平成19年度の値は平成18年度の，平成24年度の値は平成23年度の，平成28年度は平成27年度のそれぞれの実績値。

途中経過

精密検査
受診率 90%

項　　　　　目
目標値

　地域がん登録事業で得られたデータ（2013年の診断症例。但し，人口動態死亡票以外の情
報が得られなかった症例を除外している。）を使い，県内がん罹患者の各部位別の臨床進行
度分布をまとめてみました。
　【図１】は，県内のがん罹患者について，全体とがん検診・健康診断・人間ドック受診者（以
下「がん検診等受診者」という）で比較したものです。がん検診等受診者では，早期がん（限局）
の割合が全体よりも大幅に多くなっており，がんの早期発見効果がわかります。

コラム６

がん発見時の進行度がん発見時の進行度

・「限局」…早期がんなどのがんが原発臓器の狭い範囲で留まっているもの。
・「所属リンパ節転移」…進行がんで原発臓器に所属するリンパ節への転移を伴っているもの。
・「隣接臓器浸潤」…進行がんで隣接臓器へ直接浸潤しているもの。　
・「遠隔転移」…進行・末期のがんで遠隔の臓器やリンパ節に転移があるもの。
・「不明」…臨床進行度が不明のもの。

【図1】県内のがん罹患者の臨床進行度分布について［全体］と［がん検診等受診者］との比較

全体 がん検診等受診者
限局 所属リンパ節転移 隣接臓器浸潤 遠隔転移 不明 限局 所属リンパ節転移 隣接臓器浸潤 遠隔転移 不明

子宮頸がん

n=2,659n=2,659
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17％17％
2％2％

9％9％
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5％5％ 6％6％ 2％2％

74％74％
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n=2,333n=2,333 n=444n=444

n=2,888n=2,888 n=390n=390

n=251n=251 n=40n=40

n=1,604n=1,604 n=427n=427
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２  検診精度の向上 

二次後期計画策定時 三次計画策定時 四次計画策定時
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胃がん 82.2% 83.8% 83.3%

肺がん 84.0% 85.5% 83.4%

大腸がん 69.3% 72.0% 72.6%

乳がん 84.6% 82.7% 84.2%

子宮頸がん 91.6% 88.5% 86.9%

　保健予防課の業務資料（各がん種別「がん検診実施年報」）より

　平成19年度の値は平成18年度の，平成24年度の値は平成23年度の，平成28年度は平成27年度のそれぞれの実績値。

途中経過

精密検査
受診率 90%

項　　　　　目
目標値

　地域がん登録事業で得られたデータ（2013年の診断症例。但し，人口動態死亡票以外の情
報が得られなかった症例を除外している。）を使い，県内がん罹患者の各部位別の臨床進行
度分布をまとめてみました。
　【図１】は，県内のがん罹患者について，全体とがん検診・健康診断・人間ドック受診者（以
下「がん検診等受診者」という）で比較したものです。がん検診等受診者では，早期がん（限局）
の割合が全体よりも大幅に多くなっており，がんの早期発見効果がわかります。

コラム６

がん発見時の進行度がん発見時の進行度

・「限局」…早期がんなどのがんが原発臓器の狭い範囲で留まっているもの。
・「所属リンパ節転移」…進行がんで原発臓器に所属するリンパ節への転移を伴っているもの。
・「隣接臓器浸潤」…進行がんで隣接臓器へ直接浸潤しているもの。　
・「遠隔転移」…進行・末期のがんで遠隔の臓器やリンパ節に転移があるもの。
・「不明」…臨床進行度が不明のもの。

【図1】県内のがん罹患者の臨床進行度分布について［全体］と［がん検診等受診者］との比較
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　【図2】は，茨城県と全国のがん罹患者について，各部位別の臨床進行度分布をまとめたも
のです。
　子宮頸がんにおいては，全国と比較して茨城県は早期発見（限局）の割合が低い傾向です。
他のがんにおいては，割合構成は概ね同傾向です。茨城県は，今後もがん検診や医療機関へ
の早期受診を働きかける必要があります。

【図2】がん罹患者の臨床進行度分布について［茨城県］と［全国］との比較

茨城県
限局 所属リンパ節転移 隣接臓器浸潤 遠隔転移 不明

全国
限局 所属リンパ節転移 隣接臓器浸潤 遠隔転移 不明

子宮頸がん

出典：国立がん研究センターがん対策情報センター「全国がん罹患モニタリング集計2013年

　　　罹患数・率報告」から作成
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第3章 がん医療提供体制と生活支援

現状と課題

１　がん医療連携体制の構築
（1）がんの専門的な診療体制の整備

①高度・専門的な診療体制の整備

○　茨城県地域がんセンターの整備

　本県は，可住地面積が広く住みやすい環境である一方，医療資源が分散するといった特徴

があり，この点を考慮する必要があります。そこで，がん医療提供体制の整備にあたっては，

新たにがん治療だけを専門に行う病院を県内に1か所整備するのではなく，県民の利便性

に配慮し，身近なところで質の高い専門的な治療を受けることができるよう，既存の総合病

院に「地域がんセンター」を併設する形で，がん医療の拠点となる茨城県地域がんセンター

を平成15（2003）年度までに4か所整備してきました。

　この地域分散型のがんセンターの整備方式は，他県にはない，茨城県独自の特徴となって

います。

　また，がん治療だけを専門で行う単独のがんセンターは，がん患者の高齢化に伴う合併症

への対応が必ずしも十分ではありません。本県が整備した地域がんセンターは，急性期医療

を行っている総合病院に併設されているため，同一施設内で様々な臓器合併症や病態の変

化に対して迅速に対応できる利点を有しています。

○　がん診療連携拠点病院等の整備

　国では全国どこでも適切ながん医療が受けられる体制の整備に向けて，平成18（2006）年

度に「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」を定め，都道府県の中心的な役割を担う

「都道府県がん診療連携拠点病院」，二次保健医療圏におけるがん診療の中心的な役割を担

う「地域がん診療連携拠点病院」，がん診療連携拠点病院が未整備の二次保健医療圏におい

て，がん診療連携拠点病院と連携して診療を行う「地域がん診療病院」や特定のがん種に特

化した診療を行う「特定領域がん診療連携拠点病院」を指定しています。

　本県では，都道府県がん診療連携拠点病院として県立中央病院を指定し，さらに地域がん

センターも含め，地域がん診療連携拠点病院として9病院，地域がん診療病院として1病院

が指定されています。これら11病院は，9保健医療圏のうちの8保健医療圏にあります。残

る1つは，「筑西・下妻」保健医療圏となっており，この地域のがん患者は，隣接県や隣接保

健医療圏の医療機関に受診している傾向があります。

　そのため，隣接の保健医療圏で複数の医療機関をがん診療連携拠点病院として指定する

ことでカバー体制をとっています。

Ⅰ　がん医療提供体制の整備Ⅰ　がん医療提供体制の整備

　一方，国立がん研究センターがまとめた「がん診療連携拠点病院等院内がん登録2015年

全国集計」によると，本県のがん患者が県外のがん診療連携拠点病院に受診した割合が約2

割となっており，隣接している都県へ流出している状況がみられます。

　この要因としては，がん診療連携拠点病院のない保健医療圏などから，交通アクセスが便

利ながん診療連携拠点病院へ受診しているものと考えます。

　そのため，がん診療連携拠点病院のない空白の保健医療圏でも質の高いがん診療が受け

られる体制整備が課題となっています。

○　茨城県がん診療指定病院の整備

　本県では，がん診療連携拠点病院に準ずる機能を有する病院や特定領域（肺がん・子宮が

ん）のがんについて顕著な実績を有する病院，がん診療連携拠点病院が未整備の保健医療圏

にある病院のうち，一定の要件を満たす病院について，茨城県がん診療指定病院として，6

病院を指定しています。

○　がん専門医療機関の状況

　がん診療連携拠点病院においても，医師不足等の理由から，我が国に多い5つのがん（肺・

胃・肝・大腸・乳をいう。以下同じ。）の集学的治療に対応できていない病院があり，引き続き，

がん患者の病態に応じた集学的治療の提供できる体制の整備が必要となっています。

　さらに，県のがん医療提供体制として茨城県地域がんセンターやがん診療連携拠点病院，

茨城県がん診療指定病院について，相互の機能に応じた役割分担と連携体制の強化が求め

られています。
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