
がん検診の精度管理について
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平成３０年度青森県がん検診精度管理研修会

青森県がん・生活習慣病対策課

平成３１年２月１８日



③多くの人にがん検診を受診してもらう（受診率対策）

①正しいがん検診を実施する（がん検診アセスメント）

有効性の確立したがん検診

②正しくがん検診を実施する（がん検診マネジメント）

受診環境の整備、受診率対策

①～③が順番にできれば、がん死亡率の低下につながる

［国］
・がん検診ガイドライン
・がん検診実施のための指針の策定

［県、市町村、検診機関］
・技術・体制指標（事業評価のためのチェックリスト）
・プロセス指標による精度管理

［市町村］
・休日の受診日設定、アクセス改善
・個別の受診勧奨・再勧奨
・啓発資材の工夫、健康教育の実施

がん死亡率減少のためのがん検診の3本柱

精度管理の体制整備
指標に基づく精度管理

2



検診の精度管理＝質の高い検診を安定的に提供

検診の効果を最大限に引き出させる
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１．精度管理指標
の設定

検診の質を図る評価指標を
作成

２．モニタリング・
分析

検診の質を
把握して、評価・分析
(第三者機関の調査、自己点検)

３．フィードバック

評価のフィードバック
（改善策の指導・助言）

がん検診の精度管理とは

品質
保証
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技術・体制指標（チェックリスト）

・都道府県／市区町村／検診機関 の検診技術・体制を図る指標
・各々が整備するべき最低限の項目をリスト化
「事業評価のためのチェックリスト」として公表

・チェックリストの遵守状況（遵守率）を評価

プロセス指標

・ある検診技術・体制下で行った検診の中間評価
（要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度など）
・国の基準値（許容値、目標値）との比較等で評価

アウトカム指標＝長期的な指標

がん死亡率
【出典】厚生労働省がん検診授業の評価に関する委員会報告書
「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」

短期的な指標

短期的な指標

がん検診の精度管理指標



青森県のがん検診の事業評価の体制

③県への助言・指導
県の評価・対策案に係る協議、
県への助言・指導

１．チェックリストによる技術・体制の確認
２．がん検診の委託契約の締結、実施計画の作成
３．がん検診の実施
４．地域保健・健康増進事業報告の作成・報告、プロセス指標の算出
５．県及び市町村の事業評価に基づく改善

②協議会への報告
県全体の事業評価、対策
案の報告

④市町村等への助言・指導
検診機関への助言・指導通知、データ
の公表

青 森 県

・国レベルの分析・評価の
フィードバック、受託研究結
果による提言等

市町村
<実施主体>

集団検診機関・個別検診機関（郡市医師会を含む）
<検診の受託者>

弘前大学

青森県生活習慣病検診管理指導協議会

①市町村等の調査及び評価
チェックリストの実施状況、
プロセス指標

【設置根拠】
・［国 通 知］健康診査管理指導等事業実施のための指針 等
・［県要綱等］青森県生活習慣病検診管理指導協議会設置要領 等
【所掌事務】
（１）生活習慣病検診の実施方法及び精度管理に関すること。
（２）生活習慣病登録に関すること。
（３）検診従事者に対する講習会等に関すること。
（４）がん登録事業により得られた資料の提供の可否に係る審査等に関すること。
（５）合議制機関に対するがん登録推進法の規定による意見聴取事項に関すること。
（６）その他の必要な事項の検討に関すること。

国立がん研究センター

がん検診（対策型）を行う者
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平成３０年度の市町村及び検診機関に対する
がん検診精度管理に係る助言・指導内容
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指針に基づくがん検診、受診勧奨、精密検査、仕様書及び精度管理に係る取組を強化すること。具体的な方法は次のとおり。
１ 指針に基づくがん検診
①「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に基づいた、がん検診の種類、対象者及び回数等を実施すること。
＜新規＞

２ 受診勧奨
① 個人別の受診台帳を作成し、過去の受診歴及び精密検査歴を把握し、記録すること。＜継続→ 重点＞
② ハイリスク群（肺がん検診における喫煙者等）の受診に繋がるような方法を検討すること。＜新規＞

３ 精密検査
① 検診及び精密検査の検査方法や結果が、医療機関から漏れなく報告されていない場合は改善に努めること。（※１）
② 市町村・検診機関・精密検査機関で精密検査結果を共有すること。

４ 仕様書
① 基準に沿った仕様書を作成し、委託検診機関を選定すること。（※１）

５ 精度管理
① がん発見率、陽性反応適中度、早期がん割合を把握し、全体、性別・年齢５歳階級別、検診機関別、検診受診歴別
に集計すること。＜継続→ 重点＞
② 検診機関に対して、精度管理評価のフィードバックを行うこと＜継続→ 重点＞

各項目のうち、以下の注釈の部分については、他機関にも依頼する。
（※１）…市町村と検診機関とで連携して実施されることが望ましく、同様の事項を検診機関に対しても依頼する。

① 住民基本台帳に基づいた対象者名簿を作成し、対象者数を把握すること。

② 対象者全員に対して、個別に受診勧奨を行うこと。＜重点→継続＞
③ 対象者に対して、受診勧奨時にがん検診の意義と要精密検査になった場合に必ず精密検査を受診することが必要であること等を
認識させる取組（広報、リーフレット等）の強化に努めること。（※１）＜重点→継続＞
④ がん検診の未受診者に対して、個別に受診勧奨を行うこと。＜重点→継続＞
⑤ 特に個別検診において、精密検査未受診・未把握を正しく区別し、未受診者全員への個別受診勧奨を実施すること。

＜重点→継続＞

各項目のうち、以下の注釈の部分については、他機関にも依頼する。
（※１）…市町村と検診機関とで連携して実施されることが望ましく、同様の事項を検診機関に対しても依頼する。

重点的に取り組むべき事項

継続的に取り組むべき事項
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平成３０年度 市町村及び検診機関への助言・指導内容

今後、文書により通知する。



市町村のがん検診チェックリスト調査について

【チェックリスト調査＝技術・体制指標】
がん検診に関与する機関（市町村、検診機関、県）が、最低限
整備するべき技術・体制について「事業評価のためのチェックリ
スト」に基づき点検し、その結果を実施率として数値化した指
標。
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市町村がん検診チェックリスト実施率が80%以上の市町村（H29年度）

※実施率が80％以上の市町村割合＝実施率が80％以上の市町村数/検診実施市町村数

H28年度 H29年度 H28年度 H29年度

胃がん
25.0%

(10/40市町村)
47.5%

（19/40市町村）
9.1%

(2/22市町村)
15.0%

（3/20市町村)

大腸がん
25.0%

(10/40市町村)
47.5%

（19/40市町村）
7.4%

(2/27市町村)
14.8%

 （ 4/27市町村）

肺がん
25.0%

(10/40市町村)
50.0%

（20/40市町村）
11.8%

(2/17市町村)
20.0%

（ 3/15市町村）

乳がん
27.5%

(11/40市町村)
52.5%

（21/40市町村）
6.7%

(2/30市町村)
19.4%

（6/31市町村）

子宮頸がん
30.0%

(12/40市町村)
47.5%

（19/40市町村）
5.7%

(2/35市町村)
13.5%

（5/37市町村）

「事業評価のための
市町村チェックリスト」
の項目を８割以上実
施しているとした市町
村の割合を１００％と
する。

目標値 部位
チェックリスト実施率が８０％以上の市町村（割合）
集団 個別
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全国平均より実施率が低い項目（H29）

※全国平均との差が大きい部位を抽出

部位 H29 全国 部位 H29 全国
個人別の受診（記録）台帳またはデータベースを作成しまし
たか

胃 85.0% 93.5% 子宮頸 82.9% 92.6%

過去5年間の受診歴を記録していますか 乳 87.5% 92.1% 乳 70.0% 89.1%
個人毎の精密検査方法及び、精密検査（治療）結果を、市
区町村、検診機関（医療機関）、精密検査機関が共
有しましたか

肺 40.0% 59.6%

過去5年間の精密検査方法及び、精密検査（治療）結果を記
録していますか

胃 72.5% 82.8% 子宮頸 60.0% 77.1%

がん検診結果や精密検査結果の最終報告（平成27年度地
域保健・健康増進事業報告）を行いましたか

乳 96.7% 98.7%

がん検診の結果について、地域保健・健康増進事業報告の
全項目を計上できるよう、委託先（検診機関（医療機関）、医
師会など）に報告を求めましたか

胃 97.5% 99.6% 肺 80.0% 90.2%

がん検診の結果について、委託先からの報告内容が地域
保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を
求めましたか

肺 87.5% 93.6% 乳 76.7% 87.1%

精密検査結果について、地域保健・健康増進事業報告の全
項目を計上できるよう、委託先（検診機関（医療機関）、精密
検査機関、医師会など）に報告を求めましたか

乳 90.0% 93.7% 乳 73.3% 85.2%

精密検査結果について、委託先からの報告内容が地域保
健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求
めましたか

胃 87.5% 90.7% 大腸 63.0% 80.3%

委託先検診機関（医療機関）を、仕様書の内容に基づいて
選定しましたか

乳 40.0% 57.8%

仕様書（もしくは実施要綱）の内容は、「仕様書に明記すべ
き必要最低限の精度管理項目」を満たしていましたか

乳 26.7% 38.4%

検診終了後に、委託先検診機関（医療機関）で仕様書（もし
くは実施要綱）の内容が遵守されたことを確認しましたか

子宮頸 35.0% 37.0% 大腸 7.4% 16.8%

検診機関（医療機関）に精度管理評価を個別にフィードバッ
クしましたか

子宮頸 7.7% 28.3% 子宮頸 0.0% 14.0%

「検診機関用チェックリスト」の遵守状況をフィードバックしま
したか

子宮頸 7.7% 24.6% 子宮頸 0.0% 10.8%

検診機関（医療機関）毎のプロセス指標値を集計して
フィードバックしましたか

子宮頸 2.5% 20.8% 子宮頸 0.0% 10.2%

上記の結果をふまえ、課題のある検診機関（医療機関）に
改善策をフィードバックしましたか

子宮頸 5.0% 19.1% 子宮頸 0.0% 8.9%

全国平均以上

項目

全国平均以上

H29年度における全国との比較
集団 個別

全国平均以上

全国平均以上
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全国平均より実施率が低い項目(H29)

部位 H29 全国 部位 H29 全国

受診率を検診受診歴別に集計しましたか 肺 66.7% 67.8%
陽性反応適中度を検診受診歴別に集計しましたか 胃 60.0% 63.1% 胃 40.0% 48.2%
早期がん割合を集計しましたか 乳 72.5% 79.3% 乳 50.0% 66.7%
（胃、大腸がん）粘膜内がん、（乳がん）非浸潤がんを集計し
ましたか

大腸 62.5% 74.7% 大腸 45.8% 62.2%

チェックリスト中のプロセス指標に関連する項目についても、全国平均を下回ることが確認された。

項目
H29年度の全国との比較

集団 個別

全国平均以上
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全国平均以上であるが、引き続き取組みが必要な項目(H29)

※全国平均との差が小さい部位を抽出

部位 H29 全国 部位 H29 全国
受診勧奨を行った住民のうち未受診者全員に対し、再度の
受診勧奨を個人毎（手紙・電話・訪問等）に行いましたか

子宮頸 15.0% 9.5% 子宮頸 11.4% 9.7%

受診勧奨時に、「検診機関用チェックリスト　1.受診者への説
明」が全項目記載された資料を、全員に個別配布しましたか

子宮頸 72.5% 56.4% 肺 33.3% 31.4%

精密検査未受診と精密検査結果未把握を定義に従って区
別し、精密検査未受診者を特定しましたか

子宮頸 87.5% 85.3% 大腸 81.5% 77.7%

精密検査未受診者に精密検査の受診勧奨を行いましたか 肺 92.3% 87.4% 大腸 77.8% 74.1%

項目
H29年度の全国との比較

集団 個別

○全市町村で実施するべき項目

部位 H29 全国 部位 H29 全国
対象者全員の氏名を記載した名簿を、住民台帳などに基づ
いて作成しましたか

乳 97.5% 93.7% 子宮頸 97.1% 93.8%

対象者全員に、個別に受診勧奨を行いましたか 大腸 65.0% 51.3% 肺 53.3% 43.6%

項目
H29年度の全国との比較

集団 個別
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市町村がん検診チェックリスト（H29年度）まとめ

・「台帳整備」「仕様書」及び
「精度管理指標」等、特に改
善が必要として、重点的に指
導する。

・受診率及び検診精度向上た
めに重要でるため、市町村に
対し継続的に指導する。

区分 項目

市町村・検診機関・精密検査機関で精密検査方法及び検査結果
を共有すること

個別検診機関におけるがん検診結果や精密検査結果の最終報
告を行うこと

検診機関・精密検査機関から地域保健・健康増進事業報告に必
要な項目を網羅した報告を受け、報告が不十分な場合は改善を
求めること

個人別の受診台帳の作成、過去５年分の受診歴・精密検査等の
記録をすること

仕様書の内容は、明記すべき必要最低限の精度管理項目を満
たしているか確認し、その仕様書の内容に基づいて委託先検診
機関を選定すること

検診終了後、委託先検診機関で仕様書の内容を遵守されたこと
を確認すること

検診機関に、精度管理評価、「検診機関用チェックリスト」の遵守
状況、検診機関ごとのプロセス指標をフィードバックし、課題のあ
る検診機関に対しては、改善策をフィードバックすること

がん発見率、陽性反応適中度、早期がん割合等を集計し、把握
すること

未受診者に対して個別に受診勧奨すること

受診勧奨時に、必須事項が明記された資料を対象者全員に配布
すること。

精検未受診・未把握を正しく区別し、精検未受診者へ精検受診勧
奨を実施すること

住民基本台帳に基づいた対象者名簿を作成し、対象者数を把握
すること。
対象者全員に対して、個別に受診勧奨すること。

全国より実施率が低い項目

全国平均以上であるが、引き
続き取組みが必要な項目

全市町村で実施するべき項目 13



集団検診機関に対する
検診機関用チェックリスト調査について
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H29年度集団検診機関チェックリスト調査について
【調査内容】
・国立がん研究センターの「事業評価のためのチェックリスト調査（検診機関用）」を使用。

【調査対象（４機関）】
・青森県総合健診センター
・弘前市医師会健診センター
・八戸市総合健診センター
・五戸町健診センター

県

集団検診機関（4機関）

市町村

調査経路

依頼

依頼

提出

提出

【評価方法】
・目標値は未設定。（※全機関において、全て実施されることが望ましい。）
・－（回答対象外）の項目を除いて実施率を算出する。
・委託元の市町村にも回答を依頼した部分は、検診機関の回答と、市町村の回答を組み
合わせて評価する。（資料４－２中に詳細を記載）
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集団検診機関に対する検診機関用チェックリスト調査で実施率が低い項目
（H29年度実施分）

目標値 項目 現状（問題となる部分のみ抜粋）
実施率

H28 H29

【未設定】

※全機関に
おいて、全
て実施され
ることが望ま
しい。

共
通
①受診者への説明

・精密検査の方法について説明しましたか

・検診の有効性に加えて、がん検診で必ずがん
を見つけられるわけではないこと（偽陰性）、がん
がなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合
もあること（偽陽性）など、がん検診の欠点につ
いて説明しましたか

・各がんがわが国のがん死亡の上位に位置する
ことを説明しましたか

・【肺】禁煙及び防煙指導等、肺がんに関する正
しい知識の啓発普及を行いましたか

0.0％～25.0％

0.0％

0.0％

25.0％

50.0～75.0%

50.0%

50.0%

50.0%

部

位

別

胃
③問診、胃部エックス線撮影の
精度管理

・読影は二重読影とし、原則として判定医の一人
は日本消化器がん検診学会認定医でしたか 100.0% 50.0%

肺
②質問（問診）、及び撮影の精
度管理

・1日あたりの実施可能人数を仕様書等に明記し
ましたか

0.0% 0.0%

乳 ②問診及び撮影の精度管理

・乳房エックス線撮影における線量及び写真の
画質について、日本乳がん検診精度管理中央
機構(旧マンモグラフィ検診精度管理中央委員
会）の行う施設画像評価を受け、AまたはBの評
価を受けていますか

50.0％ 25.0%

子
宮
頸

②検査の精度管理

・細胞診の方法（従来法/液状検体法、採取器
具）を仕様書に明記しましたか 0.0% 0.0%

共
通
④システムとしての精度管理

・精密検査方法及び、精密検査（治療）結果（内
視鏡診断や生検結果、内視鏡治療または外科
手術所見と病理組織検査結果など）について、
市町村や医師会から求められた項目の積極的
な把握に努めましたか

50.0～75.0% 50.0～75.0%

50.0%以下赤字
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集団検診機関に対する検診機関用チェックリスト調査（H29年度実施分）まとめ

区分 項目

受診勧奨に
関すること

・対象者に対して、がん検診や精密検査の十分な説明をすること

・【肺】禁煙及び防煙指導等、肺がんに関する正しい知識の啓発普
及を行うこと

検査に
関すること

・【胃】読影は二重読影とし、判定医の一人は日本消化器がん検診
学会認定医とすること

・【乳】エックス線撮影における線量及び画質は、基準以上の評価
を受けること

仕様書に
関すること

・【肺】1日あたりの実施可能人数を仕様書に明記すること

・【子宮頸】細胞診の方法や委託機関名を仕様書に明記すること

その他
・精密検査方法や結果について、市町村や医師会から求められた
項目を積極的に把握すること

・検診機関に対して、

それぞれの項目に
ついて改善するよう、
依頼・助言する。

県の対応方針

・検診機関と市町村
に対して、連携して
実施することを
依頼・助言する。
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個別検診機関チェックリスト調査について
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市町村のがん検診実施状況（プロセス指標等）について

22

【プロセス指標】
市町村のがん検診事業の各プロセス（受診者の募集、スクリー

ニング、精密検査への誘導、精密検査、事業評価）が適切に行わ
れているかを評価するための指標。



１－１．市町村のがん検診実施状況（プロセス指標等）の評価及び助言・指導方針

区分 評価 県の助言・指導方針

指針に
基づく
がん検
診

◆厚生労働省の指針に基づかず、対象年齢よりも若い世代を
対象としたり、受診間隔が２年に１回のものを毎年受診可
能としている市町村がある。

◆重点的に取り組むべき事項と
して、新たに市町村に対する助
言・指導項目とする。

精検受
診率

◆精検受診率は、目標値である９０％には到達していない。 ◆目標値達成のため、引き続き
精検受診率を高めることが必要
であり、重点的に取り組むべき
事項として、助言・指導項目と
する。

精検未
受診率

◆精検未受診率と精検未把握率は、目標値である５％以下に
は到達していない。

◆目標値達成のため、引き続き
未受診者・未把握者を減少させ
ることが必要であり、重点的に
取り組むべき事項として、助
言・指導項目とする。

精検未
把握率

23

区分 胃 大腸 肺 乳 子宮頸

青森県実施市町村数（A） 40 40 40 40 40

(A)のうち、指針通り 33 29 26 33 25

(A)のうち、指針外の対応 7 11 14 7 15

区分 胃 大腸 肺 乳 子宮頸

青森県精検受診率 80.8% 78.6% 88.4% 88.4% 83.2%

区分 胃 大腸 肺 乳 子宮頸

精検未受診率 6.0% 9.7% 5.8% 5.5% 6.6%

精検未把握率 13.3% 11.7% 5.8% 6.1% 10.2%



１－２．市町村のがん検診実施状況（プロセス指標等）の評価及び助言・指導方針

区分 評価 県の助言・指導方針

要精検
率

◆要精検率は、胃がん検診（個別検診）と子宮頸が
ん検診で許容値を超えている。

◆胃がん検診（個別検診）のがん発見率及び陽性反
応適中度は概ね許容値以上となっていることから、
有病率の高い集団が受診している可能性がある。

◆子宮頸がん検診は、「自治体担当者のためのがん
検診精度管理マニュアル第２版（国立がん研究セン
ターがん対策情報センター発行）」では、「要精検
率は近年増加傾向にあり、国の許容値を満たしてい
ない都道府県が増えており、その一因として無料
クーポン導入により若年層の初回受診者の増加があ
り、罹患率の高い集団が多く受診している可能性が
あるとして、今後の検討結果を踏まえて国の許容値
の見直しが予定されている。」としているところで
ある。

◆子宮頸がん検診の、がん発見率及び陽性反応適中
度は、許容値以下となっているが、全国的に同じ傾
向にある。

◆胃がん検診及び子宮頸がん検診につい
ては、今後の推移を注視していく必要が
ある。

※精検受診率が低い場合や市町村の精検
結果の把握状況に漏れがある場合は正
確に評価できないため、引き続き精検
受診率の向上と精検未把握者を減らす
対策が必要である。

がん発
見率

陽性反
応適中
度
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25

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

11.0%

12.0%

13.0%

14.0%

H24 H25 H26 H27

胃がん検診の要精検率

青森・要精検率(集団・男女計)

青森・要精検率(個別・男女計)

青森・要精検率(男女計)

全国・要精検率(集団・男女計)

全国・要精検率(個別・男女計)

全国・要精検率(男女計)

許容値（値以下）

0.07%
0.08%
0.09%
0.10%
0.11%
0.12%
0.13%
0.14%
0.15%
0.16%
0.17%
0.18%
0.19%
0.20%
0.21%

H24 H25 H26 H27

胃がん検診のがん発見率

青森・がん発見率(集団・男女計)
青森・がん発見率(個別・男女計)
青森・がん発見率(男女計)
全国・がん発見率(集団・男女計)
全国・がん発見率(個別・男女計)

0.7%
0.8%
0.9%
1.0%
1.1%
1.2%
1.3%
1.4%
1.5%
1.6%
1.7%
1.8%

H24 H25 H26 H27

胃がん検診の陽性反応適中度

青森・陽性反応適中度(集団・男女計)
青森・陽性反応適中度(個別・男女計)
青森・陽性反応適中度(男女計)
全国・陽性反応適中度(集団・男女計)
全国・陽性反応適中度(個別・男女計)

＜胃がん検診の要精検率、がん発見率、陽性反応適中度＞
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0.8%
1.0%
1.2%
1.4%
1.6%
1.8%
2.0%
2.2%
2.4%
2.6%
2.8%
3.0%
3.2%
3.4%
3.6%
3.8%

H24 H25 H26 H27

子宮頚がん検診の要精検率

青森・要精検率(集団・女性)

青森・要精検率(個別・女性)

青森・要精検率(女性)

全国・要精検率(集団・女性)

全国・要精検率(個別・女性)

全国・要精検率(女性)

許容値（値以下）

0.00%
0.01%
0.02%
0.03%
0.04%
0.05%
0.06%
0.07%
0.08%
0.09%
0.10%
0.11%

H24 H25 H26 H27

子宮頚がん検診のがん発見率

青森・がん発見率(集団・女性)
青森・がん発見率(個別・女性)
青森・がん発見率(女性)
全国・がん発見率(集団・女性)
全国・がん発見率(個別・女性)

0.8%
1.2%
1.6%
2.0%
2.4%
2.8%
3.2%
3.6%
4.0%
4.4%
4.8%
5.2%

H24 H25 H26 H27

子宮頚がん検診の陽性反応適中度

青森・陽性反応適中度(集団・女性)
青森・陽性反応適中度(個別・女性)
青森・陽性反応適中度(女性)
全国・陽性反応適中度(集団・女性)
全国・陽性反応適中度(個別・女性)

＜子宮頸がん検診の要精検率、がん発見率、陽性反応適中度＞
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平成２９年度
がん登録データの活用による
がん検診精度管理モデル事業について

青森県がん・生活習慣病対策課

（国立大学法人弘前大学受託研究）
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１ がん検診精度管理モデル事業の概要

◆青森県のがんの年齢調整死亡率は全国で最も高い。

◆がん検診が早期診断に結びついていない可能性があり、
がん検診を正しく効果的に運用するための取組が必要である。
（弘前大学寄附講座「地域がん疫学講座」からの県への提言）

◆がん登録等の推進に関する法律では、市町村が全国がん登録データを活用して
「がん検診の質の向上に努める」ことが求められている。

① がん検診台帳とがん登録データの照合による精度管理の仕組みの基盤構築

青森県 平成２９年度がん登録データの活用によるがん検診精度管理モデル事業

◆平成２８年度から、市町村のがん検診事業の運用を支援するため、
「がん登録データの活用によるがん検診精度管理モデル事業」を実施。

② 市町村のがん検診事業に関する実地調査

背 景

目 的

・将来的に市町村が、がん登録データを活用して「がん検診の質の向上」に取り組むこと
ができるよう、がん登録データを活用したがん検診事業の精度管理の仕組みの基盤構築
を目的に実施。

・市町村のがん検診事業の運用状況について実地で調査することで、精度管理に関する課
題を具体に把握することを目的に実施。



青森県 平成２９年度がん登録データの活用によるがん検診精度管理モデル事業
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２ 事業の実施方法

◆平成２９年度は、県内２２市町村の参加を得て「がん検診台帳」と「地域がん登録
データ」の照合をし、がん検診を受診してから１年間（原則）のがん罹患について追
跡調査を実施した。

がん検診台帳 がん登録データ 追跡期間

平成２３年度（H23.4.1～H24.3.31）
の対象者(受診者)

H23.4.1～H24.12.31
までのがん罹患者

がん検診受診日から原則１年間

平成２４年度（H24.4.1～H25.3.31）
の対象者(受診者)

H24.4.1～H25.12.31
までのがん罹患者

がん検診受診日から原則１年間

① がん検診台帳とがん登録データの照合による精度管理の仕組みの基盤構築

② 市町村のがん検診事業に関する実地調査

◆平成２９年度は、県内１６町村に対して実地調査を実施した。
（平成２８年度から通算して２９市町村に対して実施）

◆実地調査では、がん検診台帳の管理、がん検診の受診勧奨、精密検査結果の把握方
法、精密検査未受診者への受診勧奨、検診機関との契約内容等について聞き取りを
行った。



青森県 平成２９年度がん登録データの活用によるがん検診精度管理モデル事業
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３－①－１ 事業結果の概要（がん検診台帳とがん登録データの照合結果）

区 分 胃がん 大腸がん 肺がん 乳がん 子宮頸がん

がん検診台帳とがん登録データとの照合により、
がん罹患が確認された人数（A）

629 1,037 356 324 188

(A)のうち、がん検診で要精密検査と判定された人数(B) 242 500 87 171 93

(B)のうち、精密検査を受診していた人数 200 413 70 150 73

(B)のうち、精密検査を未受診の人数 6 2 2 3 3

(B)のうち、精密検査の受診が不明・未把握の人数 36 85 15 18 17

(A)のうち、がん検診で異常なしと判定された人数
（※１）

81 113 50 17 25

（A）のうち、がん検診を未受診の人数 （※２） 306 424 219 136 70

（参考）がん検診台帳上のがん検診受診者数 101,519 146,363 88,991 45,018 50,439

（参考）がん検診台帳上の要精密検査の人数 12,892 7,276 2,124 3,809 1,138

◆照合結果（２２市町村のがん検診台帳（２年間分）とがん登録データを照合）から、今回、
次のページで示すような既存の仕組みではわからなかった課題の把握に繋がった。

◆今後、がん登録データの精度を高め、十分な期間データを蓄積することで、更なる課題把握
を行うことができる。

※１：定期的な受診により、次回のがん検診で発見できた可能性がある早期のがん等が含まれる。
※２：市町村のがん検診は受けていないが、職域でがん検診を受けている者が含まれている。

（単位：人）
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３－①－２ 事業結果の概要（照合結果の活用）

◆前ページの照合結果をグラフ化したものを下図に示す。

◆この図から、市町村におけるがん検診の効果的な運用に関して、次のような課題と具体
的な改善策が把握された。

課題①
精密検査を受けていない又は不
明であったがん罹患者は、部位
によって4.8～10.6％確認された。

⇒改善策①
要精検となった者の状況を積極
的に把握し、受診勧奨を実施

【報告書 図13．がん罹患者の発見経緯（がん検診別）】

6.7%

8.4%

4.8%

6.5%

10.6%

38.5%

課題②
肺がん罹患者の38.5%しか市町村
のがん検診を受診しておらず、
他の検診と比較して喫煙者等の
ハイリスク群を十分にカバーし
ていない可能性がある。

⇒改善策②
ハイリスク群への積極的な受診
勧奨を実施
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３－② 事業結果の概要（市町村の実地調査）

◆２９市町村への実地調査で確認された主な課題等は次のとおり。

項目 主な課題

がん検診台帳の管理

・がん検診台帳をデータベースシステムにより管理している市
町村のうち、機能が不十分な市町村がある。
（個人毎にがん検診受診歴を管理する機能がない、未受診者
を一括して抽出する機能がない等により、２７％の市町村が
がん検診の業務にシステムを活用できていない）

がん検診の受診勧奨
・がん検診未受診者への受診勧奨が十分行われていない。

（全ての未受診者へ実施が１０％、対象者を限定して実施が
４５％、実施していないが４５％）

精密検査結果の共有

・精密検査結果を市町村と検診機関が共有し、精度管理を行う
必要があるが、個別検診では共有が十分行われていない。
（集団検診では９７％が共有されているが、個別検診では
２４％に留まる）

検診機関との契約
・検診機関との契約において仕様書を作成する市町村は増えて
いるが、検診終了後に仕様書の内容が遵守されたこと等の確
認ができていない。
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４ がん検診に関する今後の課題

①市町村は、がん検診台帳の正確な記載に努め、未受診者を把握して受
診勧奨に繋げていくこと等、がん検診の適切な運用を行う必要があ
る。

②市町村は、がん検診未受診者への受診勧奨を十分に行うとともに、ハ
イリスク群（肺がん検診における喫煙者等）の受診に繋がるような方
法を検討していく必要がある。

③市町村は、精密検査を受けていない者への受診勧奨に努め、早期発見
に繋げていく必要がある。

④県は、研修会の実施等により、市町村のがん検診の精度管理向上につ
いて、支援を継続していく必要がある。

青森県 平成２９年度がん登録データの活用によるがん検診精度管理モデル事業

これらの課題について取組を進めていくことで、

市町村のがん検診について正しく効果的な運用を図り、

早期診断に結びつけていく。


