
大分県がん対策推進計画（第３期）の概要

1 計画策定の趣旨 2 計画の位置づけ
3 計画期間：平成３０年度 平成３５年度（６年間）
4 県民 視点 立    対策 実施

第１章 計画の策定にあたって

1 第２期計画の評価、課題
75歳未満  年齢調整死亡率：（H22）77.4 →（H27）70.5

（人口10万人あたり） （全国で少ない方から３番目）
喫煙率：（H23）21.1％→（H28）19.6％
  検診受診率：胃  （H25）37.9％ →（H28）41.6%

肺がん （H25）38.7％ →（H28）46.1％
大腸がん（H25）34.1% →（H28）37.0％
乳がん （H25）37.2％ →（H28）41.3％
子宮がん（H25）40.1％ →（H28）40.6%

がん診療連携拠点病院：（H24）7病院 →（H28）6病院
  診療連携協力病院：（H24）1病院 →（H28）3病院

２ 評価指標
死亡率 罹患率    部位別死亡率   検診精度管理指標

第２章 本県の現状と課題

１ 科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実
(1) がんの1次予防 喫煙率 減少：男32.6% → 18.1％以下

女 8.1％ → 3.5%以下
(2) がんの2次予防   検診受診率：50％以上

  検診精密検査受診率：90%以上
２ 患者本位   医療 実現

(1)    各治療法 充実    医療 推進
→ 拠点病院の整備、多職種間の連携

(2) それぞれのがんの特性や世代に応じた対策
(3) がん登録

３ 尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築
(1) がんと診断されたときからの緩和ケアの推進
(2) 情報提供・相談支援 (3) 社会連携に基づく患者支援
(4) 就労に関する支援
→ 治療 仕事 両立      体制整備、関係機関の連携
(5) ライフステージに応じたがん対策
→ 各世代への支援体制の整備

４ がん対策を支える基盤の整備
(1) がん研究 (2) 人材育成
(3)   教育    関  知識 普及啓発
→ 児童、生徒に対するがん教育の実施、

県民 対     知識 普及啓発

第４章 分野別施策と個別目標

   患者 含  全  県民     知     克服 目指  
  年齢調整死亡率：（H25）72.4 →（H35）57.9

（10年間 20％減少）
１ 科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実
２ 患者本位   医療 実現
３ 尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

第３章 全体目標

県民 医療機関等 行政 各協議会 役割
第５章 がん対策を推進するための各主体の役割

パブリックコメント
（１）実施期間：平成３０年１月１２日（金） ２月１３日（火）   ３３日間
（２）提出意見：５件（  検診 関    ２件、 がん相談に関するもの １件、喫煙対策に関するもの １件、 その他 １件）
（３）計画への反映状況：計画へ反映したもの １件、 計画 推進    留意     ２件、 計画に反映済のもの ２件



大分県がん対策推進計画（素案）に対する県民意見募集（パブリックコメント）の結果概要について

１　募集期間　平成３０年１月１２日（金）～平成３０年２月１３日（火）

２　計画素案の閲覧方法
　　 （１）大分県庁ホームページ
　　 （２）県健康づくり支援課（県庁舎別館４階）
　　 （３）県情報センター（県庁舎本館１階）
　 　（４）地区情報センター（県内１１か所（振興局・土木事務所））

３　募集方法
　　 ①郵送　　②ファクシミリ　　③電子メール

４　意見提出状況
　　 （１）提出者　２人
　　 （２）件数　５件

５　意見の概要と県の考え方

番　号 章節等 意見・提言の概要 県の考え方 反映状況

1
第４章１（２）

がん検診

がん検診受診率を向上させる取組を行ってほしい。
イベント等で受診可能な検診や県の取組を広報してはどうか。
テレビCMやインターネットを利用してはどうか。また、誰もが
受診しやすい仕組みを整えてほしい。

計画に記載のとおり、がん検診受診率向上のために、市
町村や関係団体や企業と連携して、広報周知を行ってい
きます。

済

2

第４章１（２）
がん検診

第４章３（２）
情報提供

がん検診やがんの治療法などについてどこで相談ができるのか
周知してほしい。

計画にも記載のとおり、がん検診については、市町村で
実施されております。また、がんについての相談は、県
内のがん診療連携拠点病院、協力病院に設置されている
がん相談支援センターで受け付けており、センターの広
報周知に努めます。

済

留意

3
第４章１（１）

喫煙対策
禁煙、分煙対策を徹底してもらいたい。

喫煙対策として、未成年者への喫煙防止教育、喫煙者に
対する禁煙支援（禁煙支援従事者の養成）とともに、ご
指摘の受動喫煙防止対策については、健康増進法の改正
を踏まえて強化に努めていきます。

留意

4 その他
ボリュームが多く、読むのが大変だった。まとまった資料がほ
しい。

計画の概要をまとめた資料を作成しました。 反映



平成１９年度
大分県がん対策推進計画策定 （計画期間：Ｈ20～Ｈ24）
「県民の生命と健康にとって重大な課題」

平成２２年度（平成２３年３月）
大分県がん対策推進条例
・議員提案による条例制定
・県民の視点に立った総合的ながん対策の推進

大分県がん対策推進計画（第3期）概要
全体目標：がん患者を含めた全ての県民が、がんを知り、がんの克服を目指す。

大分県がん対策推進計画（第3期）の趣旨

がん対策の推進

がんとの共生

がん医療の充実

がん予防

基盤の整備

（１） 国のがん研究の協力（ゲノム医療）
（２） 人材育成
（３） がん教育、普及啓発

大分県のがん対策の経緯

大分県のがんの現状

１ がん年齢調整死亡率 57.9

２ がん検診受診率 50％ 達成

３ 全ての地域でがん医療・相談を受けることができる体制整備

がん検診受診率（%）

H2２ H25 H28

胃がん 30.1 40.0（26位） 41.6（31位）

肺がん 23.4 41.8(28位) 46.1（24位）

大腸がん 23.1 35.9(33位) 37.0（31位）

乳がん 35.7 36.9(19位) 41.3（6位）

子宮頸がん 35.8 36.7(10位) 40.6（6位）

国民生活基礎調査

H１７(%) H22(%) H2７(%)

全がん年齢
調整死亡率

82.6(4位) 77.4(6位) 70.5(3位)
※良い値

がん年齢調整死亡率(人口10万対) 人口動態統計

平成２４年度（平成２５年３月）
大分県がん対策推進計画 策定（計画期間：Ｈ25～Ｈ29）
・更なる体制整備と質の向上を図る
・患者の視点に立ったがん対策の推進

平成２７年度
・がん登録法施行

平成２８年度
・地域がん登録から全国がん登録集約スタート
大分県がん対策推進条例一部改正

平成２９年度
・大分県がん対策推進計画(第２期) 評価、第３期策定

具体的な目標(H30～H36)

（１） 生活習慣の改善による一次予防
（２） がん検診受診率向上による二次予防
（３） がん検診精度管理の向上

（１） がん拠点病院、地域がん診療病院の整備
（２） 小児がん、AYA世代のがんのフォロー体制
（３） 全国がん登録データを用いたがん対策事業の展開

（1） がんと診断された時からの緩和ケア
（2） 相談支援の広報・周知
（3） がん患者等の就労継続、社会復帰の取り組み
（4） ライフステージに応じたがん対策

健康寿命延伸


