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第１章 大分県がん対策推進アクションプランとは 

 

１ 大分県がん対策推進計画 

大分県では、「がん対策基本法」第１１条の規定に基づき、平成２０年３月に「大分

県がん対策推進計画」を策定し、「がんによる死亡者の減少」と「すべてのがん患者及

びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持向上」を１０年後の全体目標として、

がん対策を総合的かつ計画的に推進してきました。さらに国の新たな「がん対策推進基

本計画」にあわせて、平成２５年３月に本県においても、新しい「大分県がん対策推進

計画」を策定し、前述の二つの目標に加えて「がんになっても安心して暮らせる社会の

実現」を全体目標に掲げ、さらなる対策に取り組んでいます。 

  

２ アクションプラン策定の目的 

大分県がん対策推進計画で掲げた６分野の施策について、がん対策を推進するために

は、より具体的な行動計画が必要です。大分県、市町村、医療機関、各種団体、そして

県民がより一層の対策推進を図るために、具体的な行動計画を定めることを目指し、大

分県がん対策推進アクションプランを策定しました。新しいがん対策推進計画に合わせ、

アクションプランも前プランを踏まえながら新たな取り組みを掲げています。 

 

３ アクションプランの取組期間 

平成２９年度を目標年度とし、平成２５年度からの５か年の取組とします。 

 

４ アクションプランの構成 

大分県がん対策推進計画で掲げた６分野を再構築し、アクションプランにおける取組

分野を９つ設定しました。がん対策推進計画の６分野とアクションプランの９分野の構

成は、次のとおりです 

 

がん対策推進計画の項目 アクションプラン９分野 

がん予防 

１ 喫煙対策 

２ 生活習慣の改善 

３ 感染に起因するがんの予防 

がんの早期発見 ４ がん検診受診率及び精度の向上 

がん医療の充実 

５ がん治療の更なる充実とチーム医療の推進 

６ 緩和ケアと在宅医療 

がん患者の療養生活と就労

の両立に向けた相談支援 

７ 相談支援体制の整備と情報提供 

がん登録 ８ がん登録の普及と精度の向上 

小児がん医療の充実と 

長期支援 

９ 小児がんの医療連携と相談支援 
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５ 評価指標の３つのレベル 

 計画を効果的に推進するためには、多くの関係者が情報を共有し、現状及び課

題についての共通の認識を持ったうえで、保健医療上の重要な課題を選択して、

取り組むべき具体的な指標を設定する必要があります。また、指標や目標となる

数値に到達するための具体的な諸活動の成果を適切に評価して、その後のがん対

策に反映できるようにする必要があります。 

 このことから、対象分野ごとに次の３つのレベルの指標を設定しました。 

（１）ＱＯＬ・健康指標 

がん対策全体を通じて、５年、１０年後に達成するべき指標です。また、Ｑ

ＯＬ指標は、生活の質（生活充実度）に関する県民一人ひとりの主観的な指標

であるのに対し、健康指標は、各疾病の罹患率や死亡率など県民の全体的な健

康状態について判断する客観的な指標です。 

（２）行動・学習指標 

ＱＯＬ・健康指標を達成するための指標です。この中で、行動指標は個人が

取るべき保健行動や生活習慣に関する指標であり、学習指標は保健行動等を可

能にする知識、態度、技術などに関する指標です。また、行動・学習指標は、

ＱＯＬ・健康指標と同様に、県民に義務として課す指標ではなく、がん対策の

成果として達成されたかをモニターします。 

（３）組織・資源・環境指標 

好ましい保健行動や生活習慣を容易にするためのがん対策や健康づくりに

関連する住民組織、さらには治療法や就労に関する相談支援など、周囲の支援

や保健サービスなどの機会の提供及び社会資源や環境に関する指標です。組

織・資源・環境指標は、行政や関係機関・団体、ＮＰＯ等が達成すべき指標と

言えます。 

図２ 〔指標の考え方〕 
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組織や保健サービスの

機会に関する指標 

健康づくりに関連した

社会環境に関する指標 
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６  アクションプランの目標値の設定 

本プランの目標値については、次の 3つの方針にて設定しました。 

（１）既存の計画の目標値 

既存の計画で設定した目標項目と目標値については、整合性を取る

ため、そのまま採用しました。採用した計画は、大分県がん対策推進

計画（巻末資料１）及び生涯健康県おおいた２１（巻末資料２）です。 

   例）家庭や職場で分煙を実行している者 

（２）法的・科学的な根拠に基づく目標値 

法的に禁止されている事項や、医学的、社会的にあるべき姿が共通

認識されているものの、現実が異なる状況である場合は、あるべき姿

として目標値を定め、目標の実現をめざします。 

   例）未成年者の喫煙率、公共施設での受動喫煙防止対策実施状況 

（３）実績値の推移から推定した達成可能な目標値 

統計値の年次推移や、研修修了者数の累計など、過去の実績値の変

化から、平成２９年度時点を推計し、達成可能な値として、目標を定

めました。 

例）生涯健康県おおいた２１推進協力店（たばこの環境部門）の登録

数  

なお、上記の方針に基づいて、目標の数値化が困難な指標については、 

「増加」または「減少」としました。 
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第２章 分野別施策の取組 

 

１ 喫煙対策 

 

喫煙により、多くの部位のがんの発生リスクが高まります。がん予防において、喫煙

対策は、一次予防として最も重要な課題です。喫煙対策として、①未成年者への喫煙防

止教育、②喫煙者に対する禁煙支援、③受動喫煙防止対策の３つの柱を設けています。  

①未成年者への喫煙防止として、学習指標である喫煙防止教育の実施を挙げています。

②喫煙者に対する禁煙支援としては、組織・資源・環境指標として禁煙外来の医療機関

数と禁煙支援薬剤師の育成数を挙げています。③受動喫煙防止対策については、行動指

標として分煙の実施を、組織・資源・環境指標として公共施設での対策と生涯健康県お

おいた２１協力推進店数を挙げています。これらの目標の達成に向け、それぞれの実施

主体が積極的に取り組みます。 

 

（１）評価指標の現状と目標値 

評価指標 当初 現状 目標値 

未成年の喫煙率 

4.00%
 

（H16 県民生活実態調査） 

3.28％ 

（H23 県民健康づくり実態調査） 

0%
*1
 

喫煙率 

男 40.3％ 

女  4.4％ 

（H16 県民生活実態調査） 

男 34.2％ 

女  8.6％ 

（H23 県民健康づくり実態調査） 

男 15.3％*1 

女  3.7％*1
 

学校等と連携して喫煙防

止教育を実施している市

町村数 

6市町村（21回） 

（H21 健康対策課調べ） 

18市町村 

（H25 健康対策課調べ） 

全市町村 

家庭や職場で分煙を 

実行している者の割合 

59.0% 

（H16 県民生活実態調査） 

71.2％ 

（H23 県民健康づくり実態調査） 

90％*1
 

禁煙外来の数 

（ニコチン依存症管理料を算定 

できる医療機関数） 

121医療機関 

（H22 九州厚生局届け出） 

149医療機関 

（H25 九州厚生局届け出） 

160機関 

大分県薬剤師会認定禁煙

支援薬剤師数 

72名 

（H22 大分県薬剤師会） 

92名 

（H25 大分県薬剤師会） 

増加 
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公共施設での受動喫煙 

防止対策実施状況 

県・市町村の本庁舎 

12/19自治体 

（63.2％） 

（H18 健康対策課調べ） 

県・市町村の本庁舎 

19/19自治体 

（100％） 

（H25 健康対策課調べ） 

建物内禁煙

100％ 

公立学校における敷地内

禁煙の実施率 

56.57％ 

（H21 県教育庁体育保健課調べ） 

86.93％ 

（H25 県教育庁体育保健課調べ） 

100％ 

生涯健康県おおいた２１

推進協力店（たばこの 

環境部門）の登録数 

72店 

（H18 健康対策課調べ） 

92店 

（H25 健康対策課調べ） 

増加 

*1 第二次生涯健康県おおいた２１の目標値 

 

（２）各実施主体の取組み内容 

実施主体 取組み内容 

大分県 

○学校等における未成年者の喫煙防止のための講習会の開催 

○広報誌やホームページ等を利用した喫煙や受動喫煙の健康影響、禁煙外来・薬

局に関する情報提供 

○禁煙支援従事者の育成 

○第二次生涯健康県おおいた 21の推進による喫煙対策の推進 

・推進協力店（たばこの環境部門）の推進 

・協議会に喫煙対策部会を設置 

○世界禁煙デーの街頭キャンペーンの実施 

・ポスター掲示・禁煙グッズ配布等 

○県内施設に対する受動喫煙防止対策の関する助言や指導 

市町村 

○学校における喫煙防止教育 

○禁煙指導；個別指導と集団指導 

 ・禁煙教室 

・禁煙外来紹介 

○妊婦や母親への禁煙指導 

 母子手帳交付時・母親教室時・乳幼児健診時など 

○啓発活動 

 ・ケーブルテレビ放送・広報誌やホームページに掲載 

 ・ポスター掲示 

・世界禁煙デーの街頭キャンペーンの実施 

○受動喫煙対策 

 ・庁舎の禁煙化の推進 
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市町村 

・市町村営施設への助言と指導 

○特定保健指導時の禁煙指導の充実 

・禁煙支援従事者養成研修会への参加によるスキルアップ 

医療機関 

○患者への禁煙指導 

○禁煙外来実施医療機関の整備 

○医療機関における敷地内禁煙化の推進 

○専門職の禁煙支援従事者研修会への参加 

○地域における禁煙啓発活動への支援 

職域 

○職場における受動喫煙防止対策推進 

○従業員への健康教育 

○禁煙希望者への禁煙相談・指導 

○特定保健指導における禁煙指導 

関係団体 

《大分県薬剤師会》 

○学校における喫煙防止授業の実施 

○禁煙支援研修会の実施 

○薬局等の来所者への禁煙サポート 

○世界禁煙デーの街頭キャンペーン 

《大分県看護協会》 

○「一日まちの保健室」等における禁煙相談及び指導 

《禁煙ネット大分》 

○世界禁煙デーの街頭キャンペーン 

○学校における喫煙防止授業の実施 

県民 

 

○未成年者の喫煙防止に向けた社会づくりに取り組む 

○喫煙の健康影響について理解する 

○受動喫煙防止の重要性について理解し、環境作りに協力する 

○喫煙をやめたい人が積極的に禁煙に取り組む 

○患者、患者会は積極的に禁煙を勧める 
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２ 生活習慣の改善 

 

がん予防において、生活習慣の改善は、一次予防として重要な課題のひとつです。第

二次生涯健康県おおいた２１の目標値を基本として、がん発生の危険因子と防御因子と

なる、食生活、運動習慣、飲酒習慣について目標項目を設定しています。行動・学習の

指標として、食生活、運動習慣、飲酒習慣の目標値を設定するとともに、組織・資源・

環境の指標として、食生活改善推進員・ヘルスサポートトレーナーの人数や総合型地域

スポーツクラブ数、推進協力店数の目標値を設定し、目標達成に向けて実施主体ごとに

取り組みます。 

 

（１）評価指標の現状と目標値 

評価指標 当初 現状 目標値 

一日の食塩摂取量 

男性 12.6g 

女性 10.8g 

（H16 県民栄養摂取状況調査） 

男性 11.6g 

女性 10.6g 

（H23 県民健康づくり実態調査） 

男性 8.5g
*1 

女性 7.5g
*1
 

一日の野菜摂取量 

男性 243.0g 

女性 260.9g 

（H16 県民栄養摂取状況調査） 

男性 309.3g 

女性 288.4g 

（H23 県民健康づくり実態調査） 

男性 350g
*1 

女性 350g
*1
 

適正な脂肪エネルギー比率

を保つ者の割合 

20～49歳の脂肪エネルギー比率 

27.5％ 

（H16 県民栄養摂取状況調査） 

20～49歳の脂肪エネルギー比率 

26.8％ 

（H23 県民健康づくり実態調査） 

25％未満 

定期的な運動習慣（1回 30

分以上軽く汗をかく運動を

週 2 日以上、1 年以上）を

持つ者の割合 

39.1％ 

（H20 国保特定健診問診データ） 

男 46.0％ 

女 40.4％ 

（H23 県民健康づくり実態調査） 

男 56％*1
 

女 50％*1
 

生活習慣病のリスクを高め

る量*2 を飲酒している者の

割合 

－ 

男 10.6％ 

女 6.5％ 

（H23 県民健康づくり実態調査） 

男 9.0％*1 

女 5.2％*1
 

特定保健指導の実施率 

22.1％ 

動機付け支援 2.351人 

積極的支援   604人 

（H20 国保実績報告） 

32.7％ 

動機付け支援 2,931人 

積極的支援   707人 

（H24 国保法定報告値） 

45.0％ 

食生活改善推進員数 
2,947人 

（H19 健康対策課調べ） 

2,654人 

（H25健康対策課調べ） 
3,000人*1
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生涯健康県おおいた２１ 

推進協力店（食の環境整備

部門）の登録数 

177店 

（H18 健康対策課調べ） 

  259店 

（H25 健康対策課調べ） 
350店*１

 

ヘルスサポートトレーナー

数 

241名 

（H21 NPO法人ヘルスフィットネス

フォーラム調べ）
 

299名 

（H25 NPO法人ヘルスフィットネス

フォーラム調べ） 

増加 

総合型地域スポーツクラブ

数 

21カ所 

（H21 大分県体育協会調べ） 

41カ所 

(H25 大分県体育協会調べ） 
増加 

*1 第二次生涯健康県おおいた２１の目標値  *2 一日あたりアルコール摂取量 男性 40g以上 女性 20g以上 

 

（２）各実施主体の取組み内容 

実施主体 取組み内容 

大分県 

○生涯健康県おおいた 21の推進による生活習慣改善 

・推進協力店（食の環境整備部門）の推進 

・外食・中食産業を活用した生活習慣病対策 

○広報誌やホームページ等を活用した生活習慣改善に関する情報提供 

市町村 

○健康教室の開催 

・運動教室、料理教室、生活習慣病予防教室など 

○特定保健指導における生活習慣改善指導 

○人材育成と地域の組織づくり 

・健康づくり推進員、運動推進員など 

・各種健康教室参加者の OB会活動支援 

・自治会、婦人会、PTA、老人会など管内各種団体の活用 

○健康情報一般の広報および住民への啓発 

・広報誌特集ページ、ケーブルテレビ、市町村ホームページなど 

職域 
○特定保健指導における生活習慣指導 

○生活習慣改善に関するポスターやパンフレットなどによる情報提供 

関係団体 

《大分県栄養士会》 

○食事バランスガイドによる栄養相談・栄養指導 

○食育講座の開催 

《大分県食生活改善推進協議会》 

○食生活改善推進員による減塩指導 

《健康運動指導士会大分県支部》 

○ヘルスサポートトレーナーの養成、人材派遣 

○健康体操交流会「つなげよう！元気の輪！」の開催 
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３ 感染に起因するがんの予防 

 

がんの発生には多くの要因が複雑に関与しており、喫煙を除けば、特異的な一次予防

の効果が得られにくい中で、がんの発生に関与するウイルスに対する感染防止と医学的

管理の推進は、がんの一次予防として重要な課題のひとつです。特に大分県においては、

肝臓がんや成人Ｔ細胞性白血病（ＡＴＬ）の死亡率が全国と比較して高く、感染に起因

するがんの予防対策が重要課題であることから、今回のアクションプラン策定において

分野を設定しました。 

がん発生予防のために現在実施されている施策は、肝臓がんの要因であるＢ型及びＣ

型肝炎ウイルスについては、慢性肝炎から肝臓がんの発生を防止するための検診と肝炎

治療、子宮頸がんの要因として感染防止策が注目されているヒトパピローマウイルス

（ＨＰＶ）については、持続感染を防止するためのワクチン接種、成人Ｔ細胞性白血病

の原因である HTLV-１ウイルスについては、母子感染防止のための妊婦への抗体検査と

陽性妊産婦に対する授乳指導が挙げられます。これらの施策の実施状況について、目標

値を設定することが重要と考え、行動の指標として対象となる検査や医療の実施状況の

指標を、受診行動を支える環境面として保健医療体制の指標を挙げています。目標達成

に向け、実施主体ごとに取り組みます。 

 

（１）評価指標の現状と目標値 

評価指標 当初 現状 目標値 

肝臓がん死亡率（粗死亡率） 

（人口 10万対） 

35.6 

（H17 人口動態統計 大分県） 

31.4 

（H23 人口動態統計 大分県） 

 

28.5 

子宮頸がん死亡率 

（人口 10万対） 

4.9 

（H17 人口動態統計 大分県） 

4.8 

（H21 人口動態統計 大分県） 

 

4.4 

成人 T細胞性白血病死亡率 

（人口 10万対） 

3.2 

（H17 人口動態統計 大分県） 

2.9 

（H21 人口動態統計 大分県） 

 

2.6 

肝炎ウイルス検診受診者数 

B型 10,697人 

C型 10,697人 

（H20 健康増進事業実績報告） 

B型 5,298人 

C型 5,297人 

（H23 健康増進事業実績報告） 

検診未受
診者全て
に検査実
施 

肝炎ウイルス検査の受診率 

（40歳節目検診の受診率） 

2.63％ 

（H20 健康増進事業実績報告） 

2.80％ 

（H23 健康増進事業実績報告） 

増加 

肝炎ウイルス検査を受けたこ

とがない、と答える人の割合 

－ 
60.2％ 

（H23 肝炎受検状況実態調査） 
50％以下 

肝炎治療受給者証累積発行数 
924件 

（H21健康対策課調べ） 

1,791件 

（H24 健康対策課調べ） 

必要な

人全部 

妊婦に対する HTLV－1抗体検査 18市町村 18市町村 18市町村 
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の公費助成をしている市町村

数 

（H21健康対策課調べ） （H21健康対策課調べ） 

子宮頸がん予防ワクチンの接

種率 

－ 

73.2％ 

（H24 健康対策課調べ） 

増加 

 

（２）各実施主体の取組み内容 

実施主体 取組み内容 

大分県 

○肝炎講演会の開催と開催支援 

○肝炎ウイルス検診受診勧奨と体制整備 

○地域肝炎治療コーディネーターの養成 

○肝炎ピアサポート活動の支援 

○保健所および医療機関における肝炎ウイルス検査の実施（緊急肝炎ウイルス

検査事業） 

○肝炎ウイルス検診陽性者への専門医受診勧奨、相談窓口開設 

○肝炎治療特別推進事業（肝炎治療費助成制度） 

市町村 

○肝炎ウイルス検診の実施と受診勧奨 

○保健所における肝炎ウイルス検査の受診勧奨 

○肝炎ウイルス検診陽性者への専門医受診勧奨、相談窓口開設 

○検診発見肝炎陽性者の精検受診者数(率）の把握 

○妊婦健診における HTLV-１抗体検査費用の公費助成 

○母子手帳交付時の情報提供 

○HTLV-１陽性妊産婦に対する相談支援及び指導 

○HPV感染と子宮頸がんについて啓発・講演会開催 

○子宮頸がん予防ワクチン（HPVワクチン）接種に関する情報提供や接種勧奨＊1 

医療機関 

○肝炎ウイルス陽性者の管理指導 

○HTLV-１陽性妊産婦への授乳指導 

○HPVワクチンの接種勧奨＊1 

○HPV感染と子宮頸がんについて啓発（ポスター掲示・小冊子配布） 

関係団体 

《大分県医師会》 

○緊急肝炎ウイルス検査事業への協力 

○肝炎治療特別促進事業（肝炎治療費助成）への協力 

県民 

○ウイルス感染とがんの発生の関連について理解する 

○自分の肝炎ウイルス感染の有無を確認する 

○B型・C型肝炎ウイルス感染者は定期的に専門医の管理を受ける 

*1 HPVワクチン接種の積極的接種勧奨が再開された場合 
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４ がん検診受診率及び精度の向上 

 

がんの発生には多くの要因が複雑に関与しており、一次予防と併せて、二次予防とし

て早期発見のためのがん検診は、最も重要な施策のひとつです。 

平成２２年度国民生活基礎調査によると、本県のがん検診の受診率は低い状況にあり、

より多くのがん患者を早期に発見し、早期に治療を行うためには、有効性の確認された

がん検診を実施するとともに、受診率を高くする必要があります。また、正確な受診状

況の把握や検診の精度管理も重要です。 

この分野においては、近年の低迷するがん検診受診率の向上への取り組みと、がん検

診の精度向上について、行動指標として検診受診率と精査受診率、陽性反応的中度及び

がん発見率を、組織・資源・環境指標としてがん予防推進員の養成数を目標項目に挙げ

ています。設定した目標の達成に向けて、実施主体ごとに取り組みます。 

 

（１）評価指標の現状と目標値 

評価指標 当初 現 状 目標値 

市町村におけるがん検診 

受診率 

胃がん検診受診率 

肺がん検診受診率 

大腸がん検診受診率 

乳がん検診受診率 

子宮がん検診受診率 

 

   （受診者数） 

21.0%  ( 49,362) 

50.2%  (158,715) 

26.8%  ( 64,537) 

28.7%  ( 23,084) 

29.0%  ( 42,843) 
（H17 地域保健・健康増進事業報告） 

 

   （受診者数） 

9.7%  ( 39,863) 

25.1%  (102,701) 

14.9%  ( 60,860) 

13.9%  ( 22,769) 

23.9%  ( 47,494) 
（H23 地域保健・健康増進事業報告） 

 

 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

職域におけるがん検診受診

者数 

胃がん検診受診者数 

肺がん検診受診者数 

大腸がん検診受者数 

乳がん検診受診者数 

子宮がん検診受診者数 

 

 

68,814人 

126,560人 

88,187人 

27,099人 

24,921人 
（H17がん検診情報報告【がん検診実

施体制強化モデル事業】） 

 

 

99,011人 

249,912人 

133,202人 

39,516人 

35,973人 
（H21がん検診情報報告【がん検診実

施体制強化事業】） 

増加 
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市町村検診における 

精密検査受診率 

胃がん精密検診受診率 

肺がん精密検診受診率 

大腸がん精密検診受診率 

乳がん精密検診受診率 

子宮がん精密検診受診率 

 

 

89.56% 

86.28% 

74.33% 

88.85% 

83.21% 

（H17 地域保健・健康増進事業報告） 

 

 

65.22% 

65.22% 

78.59% 

89.96% 

72.72% 

（H21がん検診情報報告【がん検診実

施体制強化事業】） 

 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

がん検診の精度管理・事業評

価を行っている市町村数 
－ 

18市町村／18市町村 
（H25健康対策課調べ） 

全市町

村 

がん予防推進員数 
187人 

（H22健康対策課調べ） 

187人 

（H25健康対策課調べ） 

300人 

 

（２）各実施主体の取組み内容 

実施主体 取組み内容 

大分県 

○広報誌やホームページ等を活用したがん検診に関する情報提供 

○がん検診受診率向上プロジェクト（企業連携）による検診受診啓発 

○がん予防推進員の育成による住民への情報提機会の拡充 

○がん検診車の整備 

○地域・職域連携推進部会での検討 

○市町村がん検診と特定健診の同時実施の推進を指導 

○市町村におけるがん検診の実施状況の把握、助言 

○市町村のがん検診の精度管理への助言 

○大分県がん検診精度管理委員会による精度管理と事業評価 

○がん登録の利用によるがん検診偽陰性例の把握 

市町村 

○科学的根拠に基づくがん検診の実施 

○乳がん・子宮頸がん・大腸がんの無料受診クーポンを発行 

○子宮頸がん・乳がん・大腸がん検診対象者への繰り返しの受診勧奨（コール・ 

リコール）の実施 

○がん検診受診機会の増加 

・特定検診との同時実施体制の充実 

・夜間検診や休日検診の併用 

・医療機関委託による個別検診の併用 

○がん検診に関する情報の広報および住民へのがん検診受診勧奨 

 ・広報誌特集ページ・ケーブルテレビ・市町村ホームページなど 

○住民組織の育成によるがん検診受診勧奨の促進 
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 ・愛育班員、ヘルスサポーター、住民ボランティアの育成と研修 

○精密検査受診勧奨や助言 

○がん検診の精度管理の実施 

検診機関 

○がん検診を受診しやすい環境づくり 

 ・女性特有のがん検診時の女性技師・女性医師の配置の工夫 

 ・休日の検診体制の整備による受診機会の提供 

《がん検診に関する学会等の認定医・専門医・認定診療放射線技師》 

○特定非営利活動法人マンモグラフィ検診精度管理中央委員会が認定する以

下の医療専門職の育成と施設設備 

 ・検診マンモグラフィ読影認定医師及び撮影認定診療放射線技師・医師 

 ・検診マンモグラフィ施設画像認定施設 

○日本消化器がん検診学会が認定する以下の医療専門職の育成   

 ・胃がん検診認定医及び専門放射線技師   

医療機関 

○がん検診の情報提供と受診指導 

○精密検診協力医療機関の精度向上のための各種研修参加 

○精密検査実施体制の充実 

職域 

○がん検診に関する情報提供 

○従業員や被扶養者へのがん検診の受診勧奨 

○事後指導における精密検査対象者への受診勧奨や助言・情報提供 

○受診しやすい職場内の体制づくり 

関係団体 

《大分県医師会》 

○がん精密検診協力医療機関の整備 

○精密検診受け入れ医療機関への研修実施 

○乳がん・子宮がん検診の受診率向上のためのがん検診推進事業の委託 

 契約とりまとめ（相互乗り入れ） 

《大分県看護協会》 

○「一日まちの保健室」等における乳がんの自己検診方法の指導、普及 

県民 

○がん検診の必要性を理解し、定期的に受診する 

○精密検査が必要となった場合には必ず早期に受診する 

○ 患者・患者会は、患者の立場から積極的にがん検診受診啓発を行う 
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５ がん治療の更なる充実とチーム医療の推進 

 

がんに対する主な治療法としては、局所療法として行われる手術及び放射線療法、全

身療法として行われる化学療法などがあります。安心かつ安全で質の高いがん治療を提

供できるよう、がん医療を専門的に行う医療従事者を養成するとともに、チーム医療を

推進します。 

 また、がん診療連携拠点病院を中心に、医師による十分な説明と患者やその家族の理

解の下、インフォームドコンセントが行われる体制を整備し、患者の治療法等を選択す

る権利や受療の自由意志を最大限に尊重するがん医療を目指します。加えて、専門的な

知識を有する第三者の立場にある医師に意見を求めることができるセカンドオピニオ

ンをいつでも適切に受けられるよう、患者やその家族への普及啓発を推進します。 

 

（１）評価指標の現状と目標値 

評価指標 当初 現状 目標値 

がん診療拠点病院 

の整備 

平成 19年度末 ６病院 

 

 

東部医療圏 １ 

中部医療圏 ３ 

南部医療圏 ０ 

豊肥医療圏 ０ 

西部医療圏 １ 

北部医療圏 １ 

平成 24年度末 ７病院 

（がん診療連携協力病院 1病院） 

 

東部医療圏 １ 

   中部医療圏 ４（１） 

南部医療圏 ０ 

豊肥医療圏 ０ 

西部医療圏 １ 

北部医療圏 １ 

各圏域に 

最低一つ 

（地域が

ん診療病

院を含

む） 

放射線治療ができる医

療機関数 

14施設 

（H22 おおいた医療情報ネット） 

12施設（5/6圏域） 

（H25 おおいた医療情報ネット） 

各圏域に 

最低一つ 

専門の医療従事者によ

る外来化学療法が受け

られる医療機関数 

－ 
14医療機関（5/6圏域） 

（外来化学療法Ⅰ算定医療機関数） 

各圏域に 

最低一つ 

放射線療法に精通した

医師数 

核医学専門医 

 

－ 

 

核医学専門医 

拠点病院  5名 （5/7病院） 

その他病院 データなし 

（H24がん診療連携拠点病院現況報告） 

増加及び

すべての

拠点病院

に配置 

放射線療法に精通した

看護師数 

放射線療法看護認定看護師 

－ 

放射線療法看護認定看護師 

拠点病院  1名 （1/7病院） 

その他病院 1名 

（H24がん診療連携拠点病院現況報告） 

増加及び

すべての

拠点病院

に配置 
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放射線療法に精通した

技師数 

放射線治療専門放射線技師 

 

－ 

 

放射線治療専門放射線技師 

拠点病院  9名 （4/7病院） 

その他病院 － 

（H24 がん診療連携拠点病院現況報告） 

増加及び

すべての

拠点病院

に配置 

薬物療法に精通した医

師数 

がん薬物療法専門医 

 

－ 

 

がん薬物療法専門医 

拠点病院  5名 （1/7病院） 

その他病院 2名 

（H24 がん診療連携拠点病院現況報告） 

増加及び

すべての

拠点病院

に配置 

薬物療法に精通した看

護師数 

がん化学療法看護認定看護師 

9名 

 

がん看護専門看護師 

1名 

 

（H20 日本看護協会 HP） 

がん化学療法看護認定看護師 

拠点病院  8名 （7/7病院） 

その他病院 9名 

がん看護専門看護師 

拠点病院  2名 （1/7病院） 

その他病院 3名 

（H24 がん診療連携拠点病院現況報告） 

増加及び

すべての

拠点病院

に配置 

薬物療法に精通した薬

剤師数 

がん薬物療法認定薬剤師 

4名 

 

（H20 日本病院薬剤師会 HP） 

がん薬物療法認定薬剤師 

拠点病院  7名 （6/7病院） 

その他病院 1名 

（H24 がん診療連携拠点病院現況報告） 

増加及び

すべての

拠点病院

に配置 

多職種が参加するがん

関連のカンファレンス

を行う医療機関数 

（キャンサーボードへの医師

以外の職種の参加） 

 

 

― 

拠点病院 

看護師      ７/７病院 

薬剤師      ３/７病院 

ソーシャルワーカー ２/７病院 

リハスタッフ   １/７病院 

栄養士      ０/７病院 

（H24 がん診療連携拠点病院現況報告） 

多職種の

参加 

セカンドオピニオン外

来を設置している医療

機関数 

拠点病院 

６／６病院 

拠点病院 

７／７病院 

すべての

拠点病院

に設置 

 

（２）各実施主体の取組み内容 

実施主体 取組み内容 

大分県 

○大分県がん診療連携協議協議会の支援と５専門部会開催の支援 

○拠点病院の整備に関する支援 

○インフォームドコンセントやセカンドオピニオン等の患者の権利についての

周知、啓発 

○国立がん研究センターなどが主催する研修会の周知と情報提供 
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がん診療

拠点病院 

○大分県がん診療連携協議会の開催 

○大分県がん診療連携専門部会における連絡調整と情報交換 

○がん医療専門職の養成 

○治療方針の合意形成の場となるキャンサーボードの開催 

〇多職種が参加するがん医療に関するカンファレンスの開催 

〇同一科の複数の医師による診療チェック体制の整備 

〇がん患者の口腔ケアの重要性に関する普及啓発 

○医療従事者を対象とした各種研修会の開催 

 ・臓器別がん治療について、放射線治療について、化学療法について 

・チーム医療について 

○全ての医療機関に対する研修受講への指導・助言 

○５大がんの地域連携クリティカルパス（がん連携ノート）の活用、普及 

○一般住民に向けた情報提供及び啓発 

   公開講座、研修会等の開催 

関係団体 

《大分県看護協会》 

○がん患者のケアに精通した看護師の養成 

○訪問看護師の養成 

《大分県医師会》 

○研修会開催日程等の広報による医師への受講勧奨 

○一般住民向けの公開講座、研修会等の開催 

《大分県歯科医師会》 

○「大分県がん患者医科歯科連携事業」の推進 

 ・がん治療合併症の予防・軽減 

○がん患者の口腔ケアの重要性に関する普及啓発 

《大分県薬剤師会》 

○薬物療法に精通した薬剤師の育成 

《大分県放射線技師会》 

○放射線治療に携わる技師の育成 

県民 

○がん医療の現状について知識を深める 

○がんの治療法について正しい知識を持つ 

○患者と家族は、在宅療養や在宅ケアについて正しく理解する。 

○治療中の患者はクリティカルパスを積極的に活用する 

○インフォームドコンセントやセカンドオピニオン等の患者の権利について理

解する 
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６ 緩和ケアと在宅医療 

 

患者とその家族が抱える様々な苦痛に対する全人的なケアを診断時から提供し、確実

に緩和ケアが受けられるよう、患者とその家族が抱える苦痛を適切に汲み上げ、がん診

療に緩和ケアを組み入れた診療体制を整備します。 

 このために５年以内に、がん診療に携わる全ての医療従事者が基本的な緩和ケアを理

解し、知識と技術を習得することを目標とします。 

 がん性疼痛の管理や医療用麻酔に詳しい専門職等の育成や確保を図るため、緩和ケア

の関係者（医師、看護師、薬剤師及び介護関係者等）に対して、それぞれの業務内容に

応じた専門的な研修を実施します。 

 また、がん患者が住み慣れた家庭や地域での療養や生活を選択できるよう、地域の実

情に応じた在宅医療の支援体制の整備を図ります。 

 

（１）評価指標の現状と目標値 

評価指標 当初 現状 目標値 

緩和ケア研修修了医師数 

217人 

（H21 健康対策課調べ） 

681人 

（H25 健康対策課調べ） 
増加 

緩和ケア指導研修修了医

師数 

14人 

（H21 健康対策課調べ） 

29人 

（H25 健康対策課調べ） 
増加 

緩和ケアに精通した看護

師数 

緩和ケア認定看護師 

－ 

がん看護専門看護師 

2名 

がん性疼痛認定看護師 

１名 

（H20 日本看護協会 HP） 

緩和ケア認定看護師 

17名 

がん看護専門看護師 

5名 

がん性疼痛認定看護師 

 ４名 

（H25 日本看護協会 HP） 

増加 

医療用麻薬の消費量 

（モルヒネ換算 g/千人） 

20.43g 

（H19 厚生労働省資料） 

37.7g 

（H23 厚生労働省資料） 

40g 

緩和ケア病棟がある病院 

大分県合計   50床 

大分ゆふみ病院 24床 

黒木記念病院  12床 

佐伯中央病院  14床 

 

 

（H22 健康対策課調べ） 

大分県合計    80床 

大分ゆふみ病院  24床 

アルメイダ病院  21床 

佐伯中央病院   14床 

厚生連鶴見病院   7床 

天心堂へつぎ病院 14床 

（H25 健康対策課調べ） 

全ての医療

圏に整備 
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在宅での療養を選択でき

る患者数の増加 

自宅で死亡する者の割合 

全死亡     9.3％ 

がん死亡  4.9％ 

（H18「人口動態統計」大分県） 

全死亡   8.6％ 

がん死亡  7.0％ 

（H24「人口動態統計」大分県） 

8.9％（全国

平均）以上 

各医療圏の在宅療養支援

診療所数 

大分県合計 184か所 

 東部医療圏      41 

 中部医療圏     106 

 南部医療圏       6 

 豊肥医療圏      10 

 西部医療圏       5 

 北部医療圏      16 

   （H22 健康対策課調べ） 

大分県合計 196か所 

 東部医療圏      43 

 中部医療圏     114 

 南部医療圏       5 

 豊肥医療圏      16 

 西部医療圏       4 

 北部医療圏      14 

   （H25 健康対策課調べ） 

増加 

ターミナルケア対応可能

訪問看護ステーション数 

57施設 

（H22 日本看護協会 HP） 

84施設 

（H25 日本看護協会 HP） 
増加 

各医療圏の訪問看護事業

所の数 

    

大分県合計 149か所 

東部医療圏      41 

中部医療圏     67 

南部医療圏       7 

豊肥医療圏      7 

西部医療圏       6 

北部医療圏      21 

（H25 健康対策課調べ） 

増加 

 

（２）各実施主体の取組み内容 

取組主体 取組み内容 

大分県 

○地域の実情に応じた在宅医療の支援体制の整備 

○県HPや講演会等を通じた緩和ケアや在宅医療についての知識の普及 

○緩和ケア研修会の開催サポート、事務処理支援 

○国立がん研究センターなどが主催する研修会の周知と情報提供 

医療機関 

《がん診療拠点病院》 

○緩和ケアセンターの設置 

○緩和ケアチームに対する専従医師、専従看護師の配置 

○精神症状の緩和に携わる常勤医師の配置 

○緊急緩和ケア病床の確保 

○緩和ケア研修会の開催 

《在宅支援診療所》 

○地域連携クリティカルパスの活用や、地域の病院及び診療所との連携に

よる、地域における緩和ケア、在宅療養支援体制の推進 
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関係団体 

《大分県看護協会》 

○緩和ケアに精通した看護師の育成・確保 

○訪問看護師の育成 

○ターミナルケア対応可能訪問看護ステーションへの積極的支援 

《大分県医師会》 

○地域の病院及び診療所との連携による、地域における緩和ケア、在宅療

養支援体制の推進 

○研修会開催日程等の広報による医師への受講勧奨 

○一般住民向けの公開講座、研修会等の開催 

《大分県歯科医師会》 

○「大分県がん患者医科歯科連携事業」の推進 

・医科歯科連携による在宅患者の口腔ケアの推進 

県民 
○緩和ケアに関する知識を深める 

○患者と家族は、在宅療養や在宅ケアについて正しく理解する。 

 

 

 

 

７ 相談支援体制の整備と情報提供 

  

患者とその家族の悩みや不安を汲み上げ、がんの治療や副作用・合併症に対する情報

も含めて必要とする最新の情報を適切に提供し、きめ細やかに対応することで、患者と

その家族にとって、より活用しやすい相談支援体制を早期に実現することを目指します。 

 がん患者・経験者とその家族等の、仕事と治療の両立を支援することを通じて抱えて

いる不安の軽減を図り、がんになっても安心して働き暮らせる社会の構築を目指します。 

 

（１）評価指標の現状と目標値 

評価指標 当初 現状 目標値 

拠点病院における相談支援 

センター設置数 

６／６病院 

（H22 健康対策課調べ） 

７／７病院 

（H25 健康対策課調べ） 
100% 

拠点病院の相談支援員の 

研修修了者数 

12名 

（H22 健康対策課調べ） 

23名 

（H24 健康対策課調べ） 

各施設１名以上 

（専従） 

相談支援センターへの 

相談件数 

延べ 2164件 

（H21 健康対策課調べ） 

延べ 5034件 

（H24 健康対策課調べ） 
増加 

病院等における患者サロン 

の数 

７か所 

（H22 健康対策課調べ） 

12か所 

（H25 健康対策課調べ） 
増加 
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（２）各実施主体の取組み内容 

実施主体 取組み内容 

大分県 

○相談支援センターにおける情報提供体制の充実支援 

○患者団体の支援やがんサロン開催の支援 

○県ホームページにがん情報を掲載、拠点病院とリンク 

○就労と治療・療養との両立のためのセミナーの開催 

○子どもに対するがん教育のあり方を検討する 

市町村 

○管轄内の相談支援センターに関する情報の住民への提供 

○広報誌やホームページ等による相談支援の広報 

○地域の医療機関と連携した相談支援体制の整備 

拠点病院 

○相談支援センターの情報提供体制の充実 

・がん関連書籍等の閲覧、貸し出し、配布 

 ・病院ホームページ・病院広報誌による治療情報等の提供 

   病院ホームページに相談支援センターの専用ページ 

   地域内病院とのリンク 

 国立がん研究センターや他地域の拠点病院とのリンク 

 ・患者同士の交流の場の確保 

   患者サロンの開催、患者会の支援、患者会相互の交流支援 

○就労と療養の両立への取り組み 

 ・相談窓口の設置、社会保険労務士、産業カウンセラーの設置 

 ・就労支援機関（ハローワーク等）との連携による就労支援 

○相談支援センターの人員確保 

○相談支援員の資質の向上 

 研修会参加・情報交換会 

○拠点病院以外の医療機関においても相談支援センターの活動を周知 

○広報誌やホームページによる相談窓口の広報 

・院内掲示、病院案内、入院時オリエンテーション、地方紙への掲載 

県民 

○相談支援センターの活動を理解し、活用する 

○がんに関する情報を積極的に収集し、活用する 

○患者・患者会は、経験者として、患者サロンなどの場で適切な助言を行う 
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８ がん登録の普及と精度の向上 

 

大分県では、がん対策を推進するにあたって基礎となるデータを把握のするため、平

成 23 年度から地域がん登録事業を開始しました。地域がん登録の届出は拠点病院を中

心に徐々に各医療機関の協力も得られており、当県における罹患状況等の把握が可能に

なってきています。地域がん登録の精度を高めるためには、併せて院内がん登録の普及

と精度向上は欠かせません。そのため、実務担当者の研修や情報交換、専門部会での検

討を引き続き推進します。 

さらに、平成 25年 12月 13日に「がん登録等の推進に関する法律」が公布されたこ

とに伴い、全国がん登録のスムーズな移行に向け、医療機関への説明等を積極的に行い

ます。また、がん登録の意義や内容及び個人情報の保護について、がん患者を含めた県

民の理解を得ることも必要です。 

 

（１）評価指標の現状と目標値 

評価指標 当初 現状 目標値 

拠点病院における院内がん登

録実施施設数 

100% 

（６／６病院） 

（H22 健康対策課調べ） 

100% 

（７／７病院） 

（H25 健康対策課調べ） 

100％ 

院内がん登録実務担当者の研

修修了者数 

９名 

（H22 健康対策課調べ） 

37名 

（H25 健康対策課調べ） 

増加 

地域がん登録への協力病院数 － 
60医療機関 

（H25 健康対策課調べ） 

届け出症例の

ある病院全て 

地域がん登録の精度管理 

DCN 

DCO 

I/M比 

 

－ 

－ 

－ 

 

25.4％ 

25.4％ 

 2.2 

（H25 健康対策課調べ） 

 

20％未満 

10％未満 

2.0以上 

DCN：死亡情報で初めて把握された症例   DCO：死亡情報のみの症例    I/M比：罹患／死亡比 

 

（２）各実施主体の取組み内容 

実施主体 取組み内容 

大分県 

○院内がん登録の精度向上への支援 

○地域がん登録の周知と普及 

○医療機関に対する地域がん登録への協力要請 

○がん登録専門部会への支援 

○地域がん登録の精度向上のための実施体制の整備 
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 医療機関や各種団体への協力依頼 

○全国がん登録のスムーズな開始 

市町村 

○院内がん登録の生存確認調査への協力 

○地域がん登録への協力・支援 

医療機関 

○拠点病院における院内がん登録研修会の開催（年 2回程度） 

○院内がん登録の精度向上のためのがん登録専門部会での検討・調整 

○院内がん登録担当者の情報交換会の開催（年 3回程度） 

○医療機関における院内がん登録の導入の推進 

○地域がん登録への届出協力 

県民 ○がん登録の意義について正しく理解する。 

 

 

 

 

９ 小児がんの医療連携と相談支援 

 

小児がん拠点病院との連携による医療提供体制の整備を行うとともに、小児がんは、

成長発達期の治療により、長期にわたって日常生活や就学・就労に支障を来すこともあ

るため、療養生活を通じての長期的支援を行っていきます。 

 

（１）各実施主体の取組み内容 

実施主体 取組み内容 

大分県 

○医療機関や福祉制度に関する情報提供 

○アンケート等を通じての患者・家族の要望の把握 

○小児がんについての啓発・情報提供 

○患者・家族同士の交流会の実施 

医療機関 
○小児がん拠点病院との連携による医療体制の整備 

○就学・や就労に関する相談支援 
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用語解説 

 

 

（１）受動喫煙防止対策 

  受動喫煙（室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされる

こという）を防止するための措置として敷地内禁煙、建物内禁煙、または、喫煙室

が隔離された空間であること。 

 

（２）ニコチン依存症管理料 

  禁煙の希望のあるニコチン依存症患者に対する一定期間の禁煙指導について、入

院中の患者以外の患者に対して一定の施設基準を満たした施設において、「禁煙治

療のための標準治療書」に沿って禁煙治療を行った場合に、保険が適応できるもの。 

 

（３）食生活改善推進員 

  「私達の健康は私達の手で」をスローガンに、地域の食生活改善や健康づくり活

動を展開しているボランティア組織「食生活改善推進協議会」の一員のこと。 

 

（４）ヘルスサポートトレーナー 

  地域での運動教室等において健康増進を目的とした運動を安全に行うための指

導者として所定の講習を受講した後に試験を受け、合格した者に大分県知事が認定

する資格である。 

 

（５）総合型地域スポーツクラブ 

  総合型地域スポーツクラブとは、人々が、身近な地域でスポーツに親しむことの

できる新しいタイプのスポーツクラブで、子供から高齢者まで（多世代）、様々な

スポーツを愛好する人々が（多種目）、初心者からトップレベルまでそれぞれの志

向・レベルに合わせて参加できる（多志向）、という特徴を持ち地域住民により自

主的・主体的に運営されるスポーツクラブをいう。 

 

（６）Ｂ型およびＣ型肝炎ウイルス 

  肝炎を引き起こすウイルスには、Α、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅなど様々なものがあるが 

そのうちＢ型とＣ型については、持続感染により慢性肝炎を起こし、遺伝子の突然

変異が積み重なり、肝細胞がんへと進展すると考えられている。日本人では、肝細

胞がんの 80％がＣ型肝炎ウイルス、15％がＢ型肝炎ウイルスの持続感染に起因す

ると試算されているため、日本の肝がんの予防としては、肝炎ウイルス感染予防と、

肝炎ウイルスの持続感染者に対する肝炎発症予防が柱となる。 
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（７）ヒトパピローマウイルス（HPV） 

  ヒトパピローマウイルスは 100以上種類があるが、そのうち、子宮頸がん（子宮

の入り口付近のがん）の発生と関連があるハイリスクタイプは約 15 種類である。

し HPVは性交渉により感染するが、感染しても多くの場合は無症状のうちに排除さ

れると考えられている。しかし、HPVが排除されずに感染が持続すると、一部に子

宮頸がんの前がん病変や子宮頸がんが発生すると考えられている。HPVの感染を予

防するために、2009年 10月に HPVワクチンが承認され、2013年 4月から定期接種

の対象となっている。今後は、ワクチン接種による HPV感染予防と、それによる子

宮頸がんの発症予防効果がきたいされている。 

 

（８）がん診療連携拠点病院 

全国どこでも質の高いがん医療を受けることができるよう、都道府県による推薦に

より、概ね二次医療圏に１か所を目安として厚生労働大臣が指定する医療機関。がん

に関する診療体制、研修体制、情報提供体制などの指定要件がある。 

 

（９）がん診療連携協力病院 

がん診療拠点病院と同程度の診療機能や診療体制が整っている病院として、大分県

が指定する医療機関。 

 

（１０）インフォームド・コンセント 

患者が医療行為を受ける前に、医師及び看護師等から十分な説明を受け、内容を理

解し、納得したうえでその医療行為に同意すること。 

 

（１１）セカンドオピニオン 

患者がより納得のいく治療方法を選択するため、診断や治療方法について、主治医

とは別の第三者的な立場の医師に意見を聞くことが出来るしくみ。 

 

（１２）地域連携クリティカルパス 

地域内で各医療機関が共有する、各患者に対する治療開始から終了までの全体的

な治療計画（急性期病院から回復期病院を経て自宅に帰り、かかりつけ医にかかる

ような診療計画で、医療連携体制に基づく地域完結型医療を具体的に実現するも

の）をいう。診療にあたる複数の医療機関が、役割分担を含めあらかじめ診療内容

を患者に提示・説明することにより、患者が安心して医療を受けることができる。 

 

（１３）緩和ケア 

WHOの定義によると、「生命を脅かす疾患による問題に直面すしている患者とその

家族に対して、疾患の早期より痛みやその他の身体的問題、心理社会的問題 D、スピ

リチャルな問題に対して的確な評価を行い、それらの障害とならないように予防した
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り、対処することで、QOLを改善するアプローチである。」とされている。 

 

（１４）在宅療養支援診療所 

  在宅療養支援診療所とは、24時間体制で往診や訪問看護を実施する診療所のこと。

平成 18 年度の医療保険制度の改正により新し設置され、これからの在宅ケアと在宅

医療の中心的な役割を担う診療所である。 

 

（１５）ターミナルケア 

  末期がんなど、治癒困難な患者と家族を対象とする、身体・精神両面の終末期のケ

アのこと。医師や看護婦だけでなく、ソーシャルワーカーや心理職なども参加したチ

ームで取り組むもので、延命治療が中心ではなく、苦痛と死に対する恐怖の緩和を重

視し、自由と尊厳が保障された生活の中で死を迎えられるよう援助する。 

 

（１６）地域がん登録 

がん患者の発病から治癒または死亡に関する情報を収集し、この情報を基に、 

（1）がん罹患率の推計、(2)がん患者の受診状況の把握、(3)がん患者の生存率 

の推計、(4)罹患の地域別状況の分析、(5)疫学研究への利用 

を行うことにより、がん対策を効果的に推進するもの。 
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大分県がん対策推進計画 

改訂版 

【概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 
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【 全体目標 】（今後５年間） 

     ◎ がんによる７５歳未満の年齢調整死亡率の２０％減少 

     ◎ すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減 

                  並びに療養生活の質の維持向上 

     ◎ がんになっても安心して暮らせる社会の構築 

 

【 分野別施策（個別目標）】（今後５年以内） 

（１）がん医療の充実 

(ｱ) 手術療法、放射線療法、化学療法の更なる推進とチーム医療の推進 

(ｲ) がんと診断された時からの緩和ケアの推進 

   ・がん診療に携わる全ての医療従事者が、緩和ケアの基本的な知識を習得 

   ・緩和ケアを迅速に提供できる診療体制の整備 

(ｳ) 地域の医療・介護サービス提供体制の構築 

   ・家庭や地域での療養を選択できるがん患者数の増加 

 

（２）がん患者の療養生活と就労の両立に向けた相談支援 

・がんの治療や副作用・合併症に関する最新の情報を正しく提供 

  ・患者とその家族にとってより活用しやすい相談支援体制の構築 

・拠点病院における就労に関する相談体制の整備 

 

（３）がん登録 

  ・５年以内に効果的な予後調査体制の構築 

  ・院内がん登録を実施している医療機関数を増加 

  ・がん登録の精度を向上   

 

（４）がんの予防 

・適切な受動喫煙防止対策及び禁煙支援のさらなる実施 

・「第二次生涯健康県おおいた２１」における指標の達成を目指す 

 

（５）がんの早期発見 

・がん検診の受診率を５０％以上とする 

  ・全ての市町村でがん検診の精度管理・事業評価の実施 

 

（６）小児がん医療の充実と長期的支援 

・小児がん拠点病院との連携による患者の療養支援    
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第二次生涯健康県おおいた２１ 

【抜粋】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 
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１ 基本理念 

  健康はすべての県民の願いです。県民一

人ひとりが主体的に健康づくりに取り組むと

ともに、個人の健康づくりを社会全体で支援

すること（ヘルスプロモーション）により、すべ

ての県民が生涯を通じて健康で活力あふれ

る人生を送ることができる「生涯健康県おお

いた」の実現をめざすことを基本理念としま

す。 

 

２ 計画改定の背景 

国においては、「２１世紀における国民健

康づくり運動（健康日本２１）」が平成２４年度

で終了し、平成２５年度から始まる新たな計

画として「２１世紀における国民健康づくり運

動（健康日本２１（第２次））」（以下「健康日

本２１（第２次）」という。）を策定しています。 

なお、「健康日本２１（第２次）」について

は、健康増進法第７条第１項の規定に基づ

き定められた、「国民の健康の増進の総合

的な推進を図るための基本的な指針」の全

部改正後の基本方針（以下「新基本指針」と

いう。）において示されています。 

 

３ 基本方針 

 （１）健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

本計画は県民全てを対象とし、生

活習慣病の予防及び社会生活を営

むために必要な機能の維持及び向

上等により、健康寿命の延伸を実現

することが重要であることを踏まえ対

策を検討していきます。 

また、健康格差の縮小を実現す

るため、あらゆる世代の健やかな暮

らしを支える良好な社会環境を構築

します。 

 

 （２）一次予防の重視 

健康寿命の延伸を図るため、生

活習慣・社会環境に対応した対策に

取り組み、疾病の発症を予防する

「一次予防」に重点を置いた施策を

推進します。 

  

（３）生活習慣病の重症化予防の徹底 

糖尿病・循環器疾患等の症状の

進展や合併症の発症を予防する対

策を推進します。 

 

 （４）健康づくり支援のための社会環

境整備 

県民が主体的に行う健康づくりの

取組を総合的に支援するほか、地

域の社会資源や人的資源の活用及

び育成に積極的に取り組み、健康を

守る環境を整備します。 

 

 （５）評価指標の設定 

健康づくりを効果的に推進するた

めに、具体的な評価指標と目標とな

る数値を設定し、計画の達成状況を

定期的にモニタリングし評価します。 
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第１章 栄養・食生活分野 

 

１ 推進の方向 

 

（１）適切な健康・栄養情報の提供  

○栄養摂取状況調査等を実施し、健

康づくりの課題を明確にすると

ともに、必要な情報を県民や関係

機関に提供します。  

○地域のマスメディアや商店街、飲

食店、地域ボランティア等との連

携を図り、それぞれが持つ多様な

手段・機会を活かした情報発信が

行えるよう働きかけます。 

○野菜不足を補うための方法及び

工夫、食塩を摂りすぎないための

方法や工夫ついて、わかりやすく

普及啓発を行います。 

○子どもに対する食育を通じて親

世代も含めた朝食欠食率が減少

するよう、食に関する情報を提供

します。 

○適正体重を維持するために必要

な知識や行動の情報を提供しま

す。 

 

（２）食生活改善の推進  

○ライフステージに対応した食生

活改善を推進します。  

＜乳幼児・学童期＞ 

乳幼児健診時の相談の機

会を利用したり、保育所・

幼稚園・小学校と連携し、

正しい食習慣が確立できる

ように、食育の充実を支援

します。  

＜思春期・青年期＞ 

学校や職場と連携し、バ

ランスよく食べ物を選択す

る力、料理が作れる力など

を育むことで、より良い食

生活の実現を通じた食の自

立を支援します。  

＜壮年期・中年期＞ 

事業所等と連携し、各自

が心身の状態を確認でき、

食生活を見直す事で、生活

習慣を改善できるよう支援

します。  

＜高齢期＞ 

個人の能力に応じた食の

自立を支援します。また、

低栄養予防のための配食サ

ービス等の充実を支援しま

す。  

○農林水産部門と連携し、大分県の

産物を使った郷土の食文化の伝

承やより健康的なメニューの開

発、普及に取り組みます。 

 

（３）食生活改善のための環境整備 

○高齢者等が必要な食事を摂取で

きる体制を整備します。 

○給食施設における適切な栄養・衛

生管理が実現できる体制を整備

します。 

○食生活改善推進等に関わる指導

者・支援者の育成及び資質の向上

を図ります。 

○外食栄養成分表示の促進や加工

食品の栄養成分表示適性化を推

進するため、関連団体へ働きかけ

ます。  

○関係団体と連携し、ヘルシーメニ

ューを提供出来る中食・外食等店

舗の増加を図ります。 
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２ 栄養・食生活分野における各指標の現状と目標 

 

 指             標 現 状 目 標 

1 弁当や総菜を入手する時、カロリーなど栄養成分の表示を参考にする人の増加（男性） 29.3% 40% 

2 弁当や総菜を入手する時、カロリーなど栄養成分の表示を参考にする人の増加（女性） 50.6% 60% 

3 自分でバランスよく食品を選んだり、食事を準備するとこができる人の増加（男性） 31.2% 40% 

4 自分でバランスよく食品を選んだり、食事を準備するとこができる人の増加（１５歳～２９歳女性） 52.1% 60% 

 

    

5 健康応援団登録数の増加 264店舗 350店舗 

6 食生活改善推進員数の増加 2,636人 3,000人 

 

 指             標 現 状 目 標 

7 食塩摂取量の減少（２０歳以上男性） 11.6ｇ 8.5ｇ 

8 食塩摂取量の減少（２０歳以上女性） 10.5ｇ 7.5ｇ 

9 野菜の摂取量の増加（男性） 309.3ｇ 350ｇ 

10 野菜の摂取量の増加（女性） 288.4ｇ 350ｇ 

11 果物の摂取量が１００ｇ未満の者の減少（男性） 64.2% 30% 

12 果物の摂取量が１００ｇ未満の者の減少（女性） 56.9% 30% 

13 夕食後に間食をとることが週に３回以上ある者の減少(２０歳～４０歳代男性） 30.7% 20% 

14 夕食後に間食をとることが週に３回以上ある者の減少(２０歳～５０歳代女性） 28.8% 20% 

15 朝食を毎日食べている子どもの割合増加（小学校５年生） 95.2% 98.0% 

16 朝食を毎日食べている子どもの割合増加（中学校２年生） 94.2% 96.0% 

17 朝食を毎日食べている子どもの割合増加（高校１年生） 91.8% 94.0% 

 

 指             標 現 状 目 標 

18 男性の肥満者の割合の減少（２０歳～６９歳） 27.0% 25% 

19 女性の肥満者の割合の減少（４０歳～６９歳） 20.4% 20% 

20 女性のやせの者の割合の減少（１５歳～２９歳） 24.0% 22% 

 

 

 

第２章 身体活動・運動分野 

 

１ 推進の方向 

 

（１）健康づくりのための運動の推進  

○日常生活における身体活動を増加さ

せるとともに望ましい運動習慣の確立

を図るため、１日の歩行数を増加させ

るよう啓発を図ります。  

○メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候

群）解消のために運動習慣の定着を

図ります。 

― 35 ―



○ロコモティブシンドローム（運動器症候

群）の認知度を高め、生活体力の維

持・向上を図ります。  

 

（２）健康づくりのための運動の環境整備  

○市町村ごとにウォーキングコースの活

用促進を図ります。  

○地域、職域における運動指導者の育

成を図るとともに、ネットワークの構築

を支援します。  

○公共施設や民間施設を活用した運動

の実践を推進します。 

  

２ 身体活動・運動分野における各指標の現状と目標 

学習の指標 

 指         標 現状値 目標値 

１ 自分の体力にあった運動の指導を受けた人の増加（成人男性） 13.6% 23.0% 

２ 自分の体力にあった運動の指導を受けた人の増加（成人女性） 16.6% 26.0% 

３ ロコモティブシンドロームの認知度の向上 データなし 80.0% 

地域の組織・資源・環境に関する指標 

 指         標 現状値 目標値 

４ 一緒に運動する仲間がいる人の増加 51.5% 60.0% 

５ 安全に歩ける歩道や施設が身近にある人の増加 76.5% 80.0% 

生活習慣や行動の指標 

 指         標 現状値 目標値 

６ 日常生活における歩数の増加（20歳～64歳男性） 8,039歩 9,500歩 

７ 日常生活における歩数の増加（20歳～64歳女性） 7,627歩 9,000歩 

８ 日常生活における歩数の増加（65歳～男性） 6,047歩 7,500歩 

９ 日常生活における歩数の増加（65歳～女性） 5,043歩 6,500歩 

１０ 

 

１日３０分以上軽く汗をかく運動を週２日以上、１年以上実施している人の増加 

（男性） 

46.0% 

 

56.0% 

 

１１ 

 

１日３０分以上軽く汗をかく運動を週２日以上、１年以上実施している人の増加 

（女性） 

40.4% 

 

50.0% 

 

１２ 

 

ほぼ同じ年代の同性と比較して速く歩く人の増加 

（２０歳～６９歳男性） 

58.5% 

 

60.0% 

 

１３ 

 

ほぼ同じ年代の同性と比較して速く歩く人の増加 

（２０歳～６９歳女性） 

44.5% 

 

50.0% 

 

１４ 歩数計などを使用して歩数を測っている人の増加 26.1% 35.0% 
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第３章 休養・こころの健康分野 

 

１ 推進の方向 

 

（１）こころの健康づくりのための正し

い知識の普及・啓発  

○地域・学校・職場などでの「休養」、「こ

ころの健康」の正しい知識、ストレス克

服のためのストレス対処法等の普及を

図ります。  

○ストレスマネジメントの必要性等を地

域・学校・職場などの管理者に対して

普及・啓発を図ります。  

（２）心の健康づくりを支援するための

サポート体制の整備・充実  

○地域や職場などでの、こころの相談窓

口の設置の促進を図ります。  

○ストレス解消のための趣味やスポーツ、

生涯教育、ボランティア活動などを支

援します。  

○引きこもり防止や仲間づくりのために、

相談窓口の設置や社会参加する機会

を推進します。  

○こころの健康に関する専門職種の資質

の向上を図ります。 

 

２ 休養・こころの健康分野における各指標の現状と目標 

学習の指標 

 指         標 現状値 目標値 

１ 心の相談機関を知っている 68.7% 80.0% 

地域の組織・資源・環境に関する指標 

 指         標 現状値 目標値 

２ ストレスや悩みの相談をしたいとき、相談できる者の増加（４０歳以上男性） 63.8% 70.0% 

生活習慣や行動の指標 

 指         標 現状値 目標値 

３ 睡眠で十分な休養がとれている者の割合の増加 60.0% 65.0% 

４ ６時間以上睡眠をとっている者の増加（３０歳代男性） 47.0% 50.0% 

５ ６時間以上睡眠をとっている者の増加（４０歳代女性） 40.2% 45.0% 

６ 趣味やボランティア活動など「心の張り」を持っている者の増加 68.2% 70.0% 

７ 

 

不満、悩み、苦労、ストレスなどを処理できている者の維持 

（２０歳～５０歳代男性） 

70.0% 

 

70.0% 

 

８ 

 

不満、悩み、苦労、ストレスなどを処理できている者の維持 

（２０歳～５０歳代女性） 

70.4% 

 

70.0% 

 

健康指標 

 指         標 現状値 目標値 

９ 自殺者の減少（１０万対） 21.2 19.0※ 

※Ｈ２９年度目標 
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第４章 喫煙分野 

 

１ 推進の方向 

 

（１）たばこの健康影響に関する情報の

提供  

○健康教育等の場を通じて、喫煙による

健康影響についての理解を深めます。  

○機関紙や広報誌等を通じて、喫煙によ

る健康影響について情報を周知します。  

（２）未成年者への喫煙防止教育の実施  

○教育委員会と連携して未成年者への喫

煙防止教育を実施します。  

○喫煙防止教育に携わる関係者の技術

向上に努めます。  

（３）受動喫煙防止対策の推進  

○公共施設や職場における受動喫煙防

止対策を推進します。 

○不特定多数の者が利用する施設にお

ける受動喫煙を防止するために必要な

措置を講ずるよう努めます。 

（４）禁煙支援の体制整備  

○必要に応じて禁煙治療に関する情報を

提供します。 

○胎児や小児に影響を与える妊産婦等

への禁煙支援を勧めます。  

○禁煙支援従事者の質の向上に努めま

す。 

 

 

２ 喫煙分野における各指標の現状と目標 

学習の指標 

 指         標 現状値 目標値 

１ ＣＯＰＤの認知度の向上 データなし 80% 

地域の組織・資源・環境に関する指標 

 指         標 現状値 目標値 

２ 公的機関の喫煙対策（建物内禁煙） データなし 100% 

３ 職場の喫煙対策（受動喫煙防止対策） データなし 100% 

生活習慣や行動の指標 

 指         標 現状値 目標値 

４ 成人男性喫煙率の低下（やめようと思う人 54.6％） 33.7% 15.3% 

５ 成人女性喫煙率の低下（やめようと思う人 57.6％） 8.8% 3.7% 

６ 成人全体喫煙率の低下（やめようと思う人 55.2％） 21.1% 9.5% 

７ 未成年者の喫煙をなくす 3.3% 0% 

８ 妊娠中の喫煙をなくす データなし 0% 

９ 職場や家庭で分煙を実行する人の増加 72.4% 90% 

QOLの指標 

 指         標 現状値 目標値 

１０ たばこの煙で不快な思いをする人の減少 75.2% 50% 
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第５章 飲酒分野 

 

１ 推進の方向 

 

（１）適正飲酒やアルコール関連疾患に

ついての正しい知識の普及  

○家庭・地域・職場において学習する機

会を増やすように働きかけます。  

○マスコミ等と連携して正しい知識につ

いて広報し、県民へ情報を提供しま

す。  

（２）未成年者の飲酒防止の推進  

○家庭・地域・学校において未成年者の

飲酒防止に対する健康教育の充実を

図ります。  

○家庭内において未成年者への飲酒を

すすめないように働きかけます。  

（３）アルコール関連問題に対するサポ

ート体制の整備・充実  

○地域・職場などあらゆる場面で早期発

見と適切な介入ができるように相談サ

ービスの充実を図ります。  

○専門プログラムを行っている医療機

関、相談窓口、自助グループ等の情

報収集と関係機関への情報還元をし

ます。  

（４）アルコール依存者に対するアルコ

ール問題からの回復支援  

○自助グループの育成を支援します。  

○家族の学習機会を提供します。 

 

２ 飲酒分野における各指標の現状と目標 

 

生活習慣や行動の指標 

 指         標 現状値 目標値 

１ 

 

生活習慣病のリスクを高める量（※１）を飲酒している者の割合の減少（１日当たりの

純アルコール摂取量40g以上の男性） 

10.6% 

 

9.0% 

（※2） 

２ 

 

生活習慣病のリスクを高める量（※１）を飲酒している者の割合の減少（１日当たりの

純アルコール摂取量２0g以上の女性） 

6.1% 

 

5.2% 

（※3） 

３ 未成年者の飲酒をなくす（男性） 12.6% 0% 

４ 未成年者の飲酒をなくす（女性） 6.5% 0% 

５ 妊娠中の飲酒をなくす データなし 0% 

※１ 生活習慣病のリスクを高める飲酒量（純アルコール量）について、男性４０ｇ女性２０ｇ以上と定
義した。 

ＷＨＯのガイドラインでも、同様である。 
※２ 男性＝（「毎日×２合以上」＋「週５～６日×２合以上」＋「週３～４日×３合以上」 

＋「週１～２日×５合以上」＋「月１～３日×５合以上」）／回答者数 

※３ 女性＝（「毎日×１合以上」＋「週５～６日×１合以上」＋「週３～４日×１合以上」 
＋「週１～２日×３合以上」＋「月１～３日×５合以上」）／回答者数 

  

 

第６章 歯・口腔の健康分野 

 

１ 推進の方向 

 

（１）適切な歯科保健行動の普及  

○ 歯の重要性や個々の状態にあった正

しい歯みがき方法等の情報を提供しま

す。  
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○ 歯間部清掃用器具の普及を推進しま

す。  

○ 関連機関と連携し、幼児・児童から高

齢者まで、生涯にわたりフッ化物を使

用したむし歯予防を推進します。  

（２）歯科健康診査の普及  

○ 妊産婦、乳幼児から高齢者までの定

期歯科健診を推進します。  

○ 成人・高齢期における歯周疾患検診

を推進します。  

○ 事業所での歯科健診を推進します。 

（３）歯科口腔保健体制の整備  

○「8020 運動」等ライフステージにあった

歯科口腔保健対策を推進します。  

○ 歯科保健に携わる者等に対しての研

修を充実します。  

○ 行政機関等における歯科衛生士の配

置を促進します。  

○ 障がい者（児）・要介護者の歯科保健

体制の整備を推進します。 

 

２ 歯・口腔の健康分野における各指標の現状と目標 

 

健康指標 

 指         標 現状値 目標値 

１  むし歯本数の減少（３歳児） 1.26本 0.8本以下 

２  むし歯のない者の増加（３歳児） 69.5% 80%以上 

３  むし歯本数の減少（12歳児） 2.0本 1.2本以下 

４  むし歯のない者の増加（12歳児） 38.2% 55%以上 

５ 

 

 むし歯のない者の増加（小学生） 

 

男子 27.3% 

女子 31.2% 

45%以上 

45%以上 

６ 

 

 むし歯のない者の増加（中学生） 

 

男子 36.6% 

女子 34.1% 

55%以上 

55%以上 

７ 

 

 むし歯のない者の増加（高校生） 

 

男子 28.5% 

女子 24.0% 

45%以上 

40%以上 

８  ６０歳で２４本以上の自分の歯を有する者の増加 46.1% 65%以上 

９  ８０歳で２０本以上の自分の歯を有する者の増加 34.3% 45%以上 

 

 

 

第７章 健康指標分野（糖尿病・循

環器疾患・がん・COPD） 

 

１ 推進の方向 

 

【糖尿病】 

（１）糖尿病の発症を予防するための生活

習慣の改善  

○あらゆる機会に多様な伝達手段を使っ

て、県民に糖尿病の正しい知識や糖尿

病発症予防のための生活習慣の改善

について情報提供します。  

○糖尿病予防に関する学習の機会や場

を提供します。 

○各市町村で、糖尿病予防のための運

動教室や食生活改善の取組を支援しま

す。  
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（２）糖尿病の早期発見・早期治療と重

症化予防  

○糖尿病あるいは境界型の者が早期に

発見されるよう健診の受診を勧奨しま

す。  

○健診で発見された糖尿病あるいは境

界型の者に対し、医療機関を適切に受

診するよう勧奨します。  

○保健指導の機会を通じて、糖尿病治

療の動機付けや重症化予防の情報提

供を行います。 

○糖尿病患者が糖尿病の合併症予防と

治療中断を防ぐために、関係者が連携

して支援できる体制を推進します。 

○市町村や医療機関での糖尿病患者会

などの自助グループの育成を推進しま

す。  

（３）健康づくりを支える環境の整備  

○糖尿病になっても適切に飲食等ができ

る食環境の整備や、安全に運動ができ

る歩道や施設の整備等の充実を図りま

す。  

○保健指導担当者や医療専門職等に、

発症及び重症化予防のための研修の

機会を提供します。 

 

【循環器疾患】 

（１）循環器疾患を予防するための生活

習慣の改善  

○循環器疾患やその危険因子に関する

知識や情報を県民に提供します。  

○代表的な危険因子（メタボリックシンド

ローム、高血圧、脂質異常症、糖尿病、

喫煙）に関する学習の機会や場を提供

します。  

○各市町村で、循環器疾患予防のため

の運動教室や食生活改善の取組を支

援します。 

（２）循環器疾患やその危険因子の早期

発見・早期治療  

○健診を受けやすい体制を強化します。  

○精密検査が必要な者が医療機関を適

切に受診できるように勧奨します。  

○医療の継続が必要な者が治療を継続

しやすい環境を整備します。  

（３）健康づくりを支える環境の整備  

○循環器疾患やその危険因子を持った

者が、適切に飲食等ができる食事環境

の整備や、安全に運動ができる施設の

整備等を推進します。  

○脳血管疾患や虚血性心疾患に罹患し

た後もスムーズに在宅生活を送れるよう

地域医療連携を推進します。 

 

【がん】 

（１）がん予防のための生活習慣の改善  

○食生活のため、家庭や地域において

正しい知識の普及を図ります。  

○喫煙についての正しい情報提供をしま

す。  

（２）効果的、効率的ながん検診の実施  

○市町村等において検診を受けやすい

環境を整備します。  

○地域や職域と連携して、がん検診の受

診率を向上させます。  

○科学的根拠に基づいたがん検診の実

施のため、精度管理を行います。 

（３）がん患者等への支援  

○がん患者の家族会・患者会等の自助

グループを育成支援します。 

○在宅での療養生活の質の向上のため

に地域での連携体制を整備します。 

 

【COPD（慢性閉塞性肺疾患）】 

（１）COPD を予防するのための生活習慣

の改善  

○COPD は、喫煙が最大の発症要因であ

るため、禁煙により予防が可能である
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ことや早期発見が重要であることにつ

いての情報を提供します。 

○禁煙を希望する人への情報提供を積

極的に行います。 

（２）COPDの早期発見、早期治療  

○４０歳以上の喫煙者で息切れ等の症状

のある人については、早めに呼吸器専

門医への受診を勧めます。 

○原因となる職業的な塵埃や化学物質の

影響について周知します。 

（３）健康づくりを支える環境の整備  

○多くの人が集まるところでの受動喫煙

防止対策を積極的に推進します。

 

２ 健康指標分野における各指標の現状と目標 

 

学習の指標 

 指    標 現状値 目標値 

１ 自分の血圧値を知っている 59.4% 70.0% 

健康指標 

 指    標 現状値 目標値 

２ 糖尿病予備群増加の抑制（４０歳～５９歳男性） 11.7% 12.0% 

３ 糖尿病予備群増加の抑制（４０歳～５９歳女性） 6.0% 6.0% 

４ 糖尿病有病者増加の抑制（４０歳～５９歳男性） 9.1% 10.0% 

５ 糖尿病有病者増加の抑制（４０歳～５９歳女性） 3.1% 4.0% 

６ 糖尿病腎症による年間新規透析導入患者数増加の抑制 196人 200人 

７ 脳血管疾患・年齢調整死亡率の低減（男性対１０万） 47.0 37.0 

８ 脳血管疾患・年齢調整死亡率の低減（女性対１０万） 25.6 20.0 

９ 急性心筋梗塞・年齢調整死亡率の低減（男性対１０万） 23.3 20.0 

１０ 急性心筋梗塞・年齢調整死亡率の低減（女性対１０万） 10.2 10.0 

１１ メタボリックシンドローム予備群・該当者増加の抑制（４０歳～５９歳男性） 19.1% 20.0% 

１２ メタボリックシンドローム予備群・該当者増加の抑制（４０歳～５９歳女性） 5.5% 6.0% 

１３ 脂質異常症該当者増加の抑制（４０歳～５９歳男性） 54.0% 54.0% 

１４ 脂質異常症該当者増加の抑制（４０歳～５９歳女性） 38.3% 39.0% 

１５ がんによる死亡者の減少（75歳未満年齢調整死亡率・対10万) 77.4 66.1※ 
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