
【集団健診】
1　インターネットを利用した健診申込み機能の提供について

　平成25・26年度に栃木市で実施し効果をあげたインターネット利用の24時間健診申込み機能
（以下、「WEB申込」）を今年度は、栃木市と下野市に提供しました。
　これにより、全ての検診対象者は、従来の電話等による申込方法に加えて、WEB申込が利用
できるようになりました。検診受診案内に記載されているWEB申込用のログインIDとパスワー
ドにより、市民は、スマートフォンやパソコンから専用WEBサイトにログインし、サイト上で
希望受診項目や日時等を選択し申込を行うことができます。所要時間は約1分で申込の変更・取
消も可能となっています。
　「いつでも・どこでも」健診申込が出来るWEB申込は申込方法の選択肢が増え、閉庁時間帯
の申込・変更・取消も可能であり、働く世代に対しても利便性が高く健診受診率の向上及び申込
作業軽減等に寄与するサービスとして一定の評価をいただいています。今後、多くの受診団体様
に利用していただけるよう、さらに機能面などの充実を図っていきます。

WEB申込サイト画面遷移図【スマートフォン】
 

   

  

ログイン 連絡先登録 検診の予約・変更 
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2　地域保健のがん検診における精検受診率向上支援事業について
　栃木県における精検受診率の現状は、表1に示すとおりいずれのがん検診も目標値（90%）に
達しておらず、大腸がん検診においては許容値（70%）を下回る状況にあります。
　これらの状況を踏まえ、当事業団は公益財団法人として市町におけるがん検診精密検査受診率
向上に係る新たな支援をモデル事業として実施しました。

表1 精検受診率 （単位：％）

胃がん 肺がん 大腸がん 子　宮
頸がん

乳がん

国指針方式 全方式

栃木県（H25） 81.1 75 .5 68 .5 85 .2 83 .8 85 .3

全　国（H24） 79.8 78 .6 64 .4 69 .6 84 .6 未調査

許　容　値 70％以上 80％以上 －

目　標　値 90％以上 －
※ 栃木県がん検診実施状況報告書（平成28年3月）

	1	事業内容
 1] 対象市町
　大田原市、那須烏山市、野木町

 2] 対象がん検診
　胃がん、肺がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん、前立腺がん、胃がんリスク

 3] 対象者
　精検対象者の受診月を除く、4ヶ月後および6ヶ月後までに精検結果が事業団システムに
未入力の者

 4] 事業フロー
︵1︶ 対象者へ封書にて精検受診勧奨案内（精検受診状況確認票・返信用封筒）を郵送します。
︵2︶ 対象者は、精検受診状況確認票に精検受診の有無、受診日、精検結果、医療機関名を記
入し返信用封筒にて市町へ返送します。

︵3︶ 上記︵1︶︵2︶を結果提供後、4ヶ月後、6ヶ月後の2回実施します。
︵4︶ 精検結果で「がん又はがん疑い」に該当した方は発見がん追跡調査の対象とし、がん確
定のための調査につなげます。

 2 事業検証
　次のとおりモデル事業の効果・検証を平成28年度に行い、その実績をもとに他の市町にも
広く支援事業を展開する予定です。
 1] 精検受診率向上の検証
　平成26年度がん検診の精検受診率と比較します。

 2] 運用内容効果の検証
　往復による受診勧奨（市町⇔受診者）について、精検受診状況確認票の回収率から問題点
や課題を抽出します。
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3　「第 1回とちぎ産業保健セミナー」を開催
　広く産業保健に関する情報の提供を目的とした「第1回とちぎ産業保健セミナー」を、健診受
託団体を中心とした多くの方々にご参加いただき開催しました。
　初めて開催する今回は、新たに法定化された「ストレスチェック制度」に焦点をあて、三井化
学株式会社 本社人事部 健康管理室長 統括産業医の土肥誠太郎先生より「これからの職場メンタ
ルヘルス ～ ストレスチェックをどう活かすか ～」と題した講演をいただいたほか、当事業団の
ストレスチェック制度対応事業について紹介させていただくとともにストレスチェック相談会や
事業団施設見学も行いました。

開 催 日：平成27年10月1日（木）
開催場所：とちぎ健康の森 大会議室
参 加 者：約90名
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【人間ドック】
1　東電福島第一原発緊急作業従業者に対する疫学的研究への協力

　公益財団法人放射線影響研究所は、平成26年度より厚生労働省労災疾病臨床研究事業補助金
の交付を受け、東電福島第一原発緊急作業従事者に対する疫学的研究を独立行政法人放射線医学
総合研究所、産業医科大学、大阪大学、自治医科大学等の協力を得て実施することとなりまし
た。
　本研究は約2万人の東電福島第一原発緊急作業従事者に研究協力を求め、同意を得られた方を
対象に生涯にわたる健康調査（定期的な一般健康診断、がん検診、心理的影響調査等）を行い、
得られた健康情報と作業情報や被ばく線量等との関連について疫学的に研究するというもので
す。
　当事業団は、公益財団法人全国労働衛生団体連合会から委託を受け健診事業を行っておりま
す。

2　地方独立行政法人栃木県立がんセンターとの医療連携

　当事業団の人間ドックは、独立行政法人栃木県立がんセンターから連携医療機関認定を受けま
した。
　この制度は、栃木県立がんセンターが地域の医療機関
と病病連携・病診連携における協力体制を構築して、栃
木県の地域医療の充実と効率的な医療を提供することを
目的としています。
　今後は連携施設として診療上必要と思われる受診者情
報をできる限り提供するほか、栃木県立がんセンターの
担当医と意見交換等も行い、栃木県におけるがん医療の
向上に努めてまいります。
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【食品環境検査】
1　食品衛生相談室を設置しました
　食品環境検査所では、依頼者が相談しやすい環境を整えるために「食品衛生相談室」を4月に
設置し、下記のような食品衛生に関する様々な相談により良い環境で対応できるようになりまし
た。
　□ とちぎハサップ認証取得のための相談
　□ 食品検査関連の相談・打合せ
　□ 食品表示に関する相談

2　遺伝子検査法の機器の更新について
　食品環境検査所では、食品の腸管出血性大腸菌
O26、O111及びO157や便のノロウイルス検査にお
ける遺伝子検査法に対応するため、リアルタイム
PCR装置を導入しました。
　リアルタイムPCR装置は、蛍光物質を使用して
PCR増幅産物をリアルタイムでモニターし解析する
ため、従来行ってきた検査法より検出感度が高く反
応特異性が高いといわれています。また、当機器の
測定試薬の多くはキット化されていることから、簡
便かつ迅速な測定が可能となりました。 リアルタイムPCR装置
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【精度管理】
1　栃木県がん集検協議会に「精度管理部会」を新設
　平成27年7月に、当事業団が事務局として参画している栃木県がん集検協議会内に「精度管理
部会」が新設されました。
　発足の経緯は、栃木県における「がん発見率」で全国レベルを下回るデータが存在するという
問題が提起されたことによります。そして、その問題の要因の一つに、がん発見率の根拠とな
る「発見がん追跡調査」を実施していない検診機関が複数存在することがありました。このこと
は、がん検診の精度管理上重大な問題点であるとともに、看過できないことでした。この状況に
対応するため、栃木県がん集検協議会に「精度管理部会」が設置され、「発見がん追跡調査」未
実施機関へのサポートも含め全県的に「発見がん追跡調査」の一元的実施と一元的管理を行い、
がん検診事業評価の信頼性を向上させるための仕組みを整備しました。

【	栃木県がん集検協議会	組織図	】 【	がん検診精度管理体制	】

2　新しい検診車が仲間入り
　平成27年3月、検診精度の維持・向上を目的として胃部デジタル検診車2台、胸部デジタル検
診車1台、婦人検診車1台の計4台を更新整備しました。

1 胃部検診車（あすなろ8号、12号）
　大型車ベースで設計・制作し、待合室を広く確保し
ました。また、受診される方の出入り口となる階段に
LEDライトを設けて安全に乗降できるなど、様々な工
夫を施しています。

① 第三者機関によるチェック・評
価体制の構築

 ⇒ がん検診の質的な向上
② 発見がん追跡調査の一元的実施
 ⇒ がん追跡調査票の高い回収率
維持・向上によるがん検診事業
の適正評価
③ 発見がんデータの一元的管理・
検証・公表

  ⇒ がん検診機関全体のレベル
アップ

　県内 25市町で実施した胃・肺・
大腸・子宮頸・乳・前立腺の各が
ん集団検診受診者のうち、精密検
査を受診し、精密検査結果連絡票
に「がん」又は「がん疑い」と記
載のあった者に対して各がん取り
扱い規約に基づく詳細な内容を調
査し、検査方法別、性・年齢階級別、
市町別、検査機関別に調査・集計
する。

① 栃木県がん集検協議会の会員、
協力医療関係機関等に配付
② 各がん検診の現状把握、市町や
健診機関におけるがん検診の評
価
③ 地域保健・健康増進事業報告に
活用

設 置 の 目 的 追跡調査の概要 報告書の活用

栃木県のがん検診精度管理体制

栃木県
生活習慣病検診等管理指導協議会

【がん検診委員会】
「栃木県生活習慣病検診等管理指導
協議会設置要綱」（平成２１年４月）

市町

がん検診機関等
① 栃木県保健衛生事業団
② 宇都宮市医療保健事業団
③ 宇都宮東病院
④ 宇都宮健康クリニック
⑤ 足利市

指導

委託

報告

報告

事業評価
フィードバック
結果検討・公表
指導

栃木県健康診査実施状況
（がん検診）調査

① Ｘ年度実施体制・実施状況
② Ｘ－１年度精検結果

栃木県がん検診実施状況
報告書

（市町別、検診機関別評
価）

がん集検協議会「精度管理部会」

【組織】
１会長
県立がんセンター
所長

２理事会

３部会

４事業
①学術講演会
②研修会、講習会
③各種連絡会議
④その他

◆事務局
県立がんセンター
県保健衛生事業団

【部会】
① 消化器検診部会
② 婦人科検診部会
③ 教育研修部会
④ 肺がん検診部会
⑤ 乳がん検診部会
⑥ 前立腺がん検診部会

栃木県がん集検協議会

＋
H27年度～

「精度管理部会」発足

市町

（２５市町）

県

（保健所、がんセンター）

関係機関

（看護協会、技師会等））

医師会

（県、地区）

医療機関

（総合病院）

検診機関

（集団検診：５機関）
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2 胸部検診車（あおば7号）
　撮影装置がより感度の高いものになり、被曝が少なく検査する
ことができます。
　また、近年、様々な国の方の受診が増えていることから、撮影
時のアナウンスを10ヶ国語対応とし、液晶モニタで分かりやすく
表示されるようになっています。

3 婦人検診車（しあわせ1号）
　「プライバシーの保護」や「安全性の確保」に重点を置き、より
受診しやすいよう配慮しました。特に、混雑状況によって待合室
のスペースを更衣室として使用できる設計となっています。
　また、診察台の配置を工夫して検査室のスペースをより広く確
保し、ゆったり受診していただけるようにしました。

3　プライバシーマーク付与更新
　平成27年度はプライバシーマーク認定6回目の審査の年度に当たり、医療保健分野のプライバ
シーマーク審査機関である一般財団法人医療情報システム開発センター（MEDIS）の審査を受
け、一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）より更新認定及びマークを付与されま
した。
　当事業団は、機微な個人情報を数多く扱う健診検査機関として、職員意識の向上とその個人情
報を適切に取り扱っていることを第三者に証明してもらうことを目
的に、平成 17年 7月、医療機関では県内初のプライバシーマーク認
定事業者となりました。審査においては、個人情報保護マネジメン
トシステムが継続して運用されているかが重要なポイントとなりま
す。この継続運用が事業者の管理能力を高めていくことに繋がり、
事業者は個人情報保護レベルの維持向上が、この仕組みにより図ら
れることになります。
　これからも、私たちは個人情報を取り扱う事業者としてお客様か
らお預かりした大切な個人情報を安全かつ確実に活用してまいります。

　平成15年5月30日に民間の事業者を対象とする「個人情報の保護に関する法律」（平成15年
法律第57号 )が制定･公布され、平成17年4月1日から全面的に施行されました。個人情報を取
り扱う事業者は、この法律に適合することが求められています。
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【普及啓発】
1　がん検診啓発セミナーの開催
　10月28日（水）に、がんに関する知識の普及及びがん検診の受診率向上を図ることを目的と
した「がん検診啓発セミナー」を、大田原市の那須野が原ハーモニーホールで大田原市健康長寿
都市推進委員会との共催により開催しました。
　約760名の方が参加し、がん検診受診を啓発するための基調講演（当事業団 阿部聡子先生）と
特別講演（アグネス・チャン氏）を行なったほか、ロビーに設置した展示ブースでは、がん征圧
募金の呼びかけや、乳がん触診モデルによる自己触診啓発、マンモグラフィや超音波の検査画像
を用いた所見の説明等を実施して、多くの方々に乳がんに関する知識の普及啓発を行いました。

2　ピンクリボンバッジ・ストラップに「とちまるくん」バージョン登場！
　がん征圧運動の一環として実施している「がん征圧募金運動」の募金に対する記念品としてお
渡ししているピンバッジ及びストラップに「とちまるくん」バージョンが仲間入りし、多くの方
に募金をいただき配付させていただきました。

従来のピンクリボンバッジ・ストラップ（いちご） とちまるくん承認第 270116 号
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