
分野別
施　 策

小分野 目標値【H29度】

男性　１１０．２ ８８．２【H27】

女性　　５９．３ ４７．４【H27】

　　※ 第1次計画策定時（H17）からの20％減少

■成人の喫煙率 県民健康栄養調査 １８.０％ 【H23】 １６.０％ 【H28】 １４．４％

■香川県禁煙・分煙認定施設 ８２１施設 【H23度】 ９７２施設 １３００施設

□受動喫煙対策をしている官公庁の割合 ９８．２％ 【H25度】 -

□受動喫煙対策をしている医療機関の割合 医療施設調査 ９５．３％ 【H23】
９６．０％

(次回H29)
【H26】

□野菜摂取量（20歳以上） 県民健康・栄養調査 ２６０ｇ ２７１ｇ

□食塩摂取量（20歳以上） ９．９ｇ ９．５ｇ

□日常生活における歩数（20～64歳） 男性　７，７７２歩 男性　７，８２５歩

女性　７，３５３歩 女性　６，３１５歩

□運動習慣者の割合（20～64歳） 男性　２６．４％ 男性　２２．５％

女性　２３．２％ 女性　１４．６％

□子宮頸がんワクチン接種者数 - -

□肝炎ウイルス検査

　Ｂ型肝炎ウイルス検査受診者数 １０，５１１人 ９，１４６人

　Ｃ型肝炎ウイルス検査受診者数 １０，５１３人 ９，１５０人

□HTLV－1抗体検査数 子育て支援課調 ８，６３９人 【H23】 ７，０２５人 【H27】

国立がん研究センター
がん対策情報センター

【H27度】

H28年度

１０１．９【H27】

５３．１【H27】

【H28度】

【H28】

○すべてのがん患者とその
家族の苦痛の軽減と療養生
活の質の維持向上
○がんになっても安心して暮
らせる社会の実現

【H23度】

１）がんの
予防の推
進

喫煙対策

感染に起因する
がん予防対策

食生活、運動等
の生活習慣の改
善

【H23】

評価指標（■は計画における数値目標、
□はアクションプランにおける評価項目）

【H17】

　　健康福祉総務課調

地域保健・健康増進
事業報告

■がんの年齢調整死亡率（75歳未満）の20％減少

　第２次香川県がん対策推進計画の指標の進捗状況

【全体目標】
○がんによる死亡者の減少

策定時

（参考）がんの性別・部位別年齢調整死亡率、減少率（75歳未満）
 （単位）　年齢調整死亡率 ：（人/10万人）　減少率 ：（％）

乳房 子宮

男 女 男 女 男 女 男 女 女 女

平成17年（2005） 110.2 59.3 19.9 9.9 22.9 5.5 11.9 5.7 8.9 3.1

平成27年（2015） 101.9 53.1 12.9 6.1 22.6 5.7 14.1 6.0 8.4 3.9

減少率（％） 7.5 10.5 35.2 38.4 1.3 -3.6 -18.5 -5.3 5.6 -25.8

国立がん研究センターがん対策情報センター

全がん 胃 肺 大腸

資料３



分野別
施　 策

小分野 目標値【H29度】H28年度
評価指標（■は計画における数値目標、
□はアクションプランにおける評価項目）

策定時

■がん検診受診率

　胃がん検診

　肺がん検診

　子宮頸がん検診

　乳がん検診

　大腸がん検診

□働く世代の受診者数（60歳未満の受診者数）

　胃がん検診 ６，４２７人 １０，２２２人

　肺がん検診 １２，３２９人 １４，８１６人

　子宮頸がん検診 ２２，５３８人 【H23度】 ２１，８２１人

　乳がん検診 １３，８７６人 １５，０２０人

　大腸がん検診 １７，９２３人 ２２，９３２人

■精度管理・事業評価実施市町 健康福祉総務課調 （肺がん）１７市町 １７市町 １７市町

□がん検診精密検査受診率 ７７．２％ 【H22度】 ７７．９％ 【H27度】

　【H28】

国民生活基礎調査（括弧内は69歳以下）

４３．４（４５．６％）

５３．４（５４．９％）２７．０％ 　（２８．５％）

地域保健・健康増進
事業報告

国民生活基礎調査 ３４．３％ 　（４１．２％） ５０％以上

３０．１％ 　（３３．５％）

４１．５（４９．０％）

３５．６（４９．３％）

４５．４（４６．３％）

【H27度】

国民生活基礎調査（括弧内は69歳以下）

【H22】

２）がんの早期発見の推進

地域保健・健康増進事
業報告

３１．５％ 　（３９．９％）

２７．５％ 　（２８．３％）

（参考）男女別がん検診受診率（括弧内は69歳以下）
項目 男性 女性

胃がん 49.6% （51.0%） 38.2% （40.8%）
肺がん 58.5% （60.2%） 49.5% （50.7%）

大腸がん 49.3% （49.5%） 41.6% （43.2%）
平成28年国民生活基礎調査

（参考）がん検診受診率の全国との比較 （％）

全国 県 全国 県 全国 県 28年 25年

胃がん 40.9 45.6 39.6 40.4 1.3 5.2 4.7 0.8

大腸がん 41.4 46.3 37.9 39.6 3.5 6.7 4.9 1.7

肺がん 46.2 54.9 42.3 46.3 3.9 8.6 8.7 4.0

乳がん 44.9 49.3 43.4 46.5 1.5 2.8 4.4 3.1

子宮頸がん 42.4 49.0 42.1 45.8 0.3 3.2 6.6 3.7

※40歳〜69歳（子宮頸がんは20歳〜69歳）の受診率 国民生活基礎調査（H28年、H25年）

※子宮頸がん、乳がんについては、国は2年間に1回の検診の受診を推奨しているため過去２年間の受診率

　 

受診率
増減 全国との比較

28年 25年

過去１年間

過去２年間

（参考）部位別精検受診率

項目 受診率

胃がん 88.2%
肺がん 92.7%

子宮頸がん 91.6%
乳がん 93.3%

大腸がん 66.9%
平成27年度 地域保健・健康増進事業報告



分野別
施　 策

小分野 目標値【H29度】H28年度
評価指標（■は計画における数値目標、
□はアクションプランにおける評価項目）

策定時

■すべての拠点病院にチーム医療体制を整備 健康福祉総務課調 ０病院 ５病院【H26】 ５病院

□病名告知や治療方針についての患者の理解度 患者ニーズ調査 ９０．７％ 【H24度】 ９１．８％ 【Ｈ27度】

※「十分に理解できた」「ある程度理解できた」と回
答した割合

□セカンドオピニオンの認知度
※「よく知っている」と回答した割合

県政世論調査 27.00% 【H24度】 -

□中国・四国高度がん養成基盤プログラム受講者
数

香川県がん診療連携
協議会

５名 【H24度】 １名 【H28度】

■緩和ケアチームを有する医療機関数 医療施設調査 １１病院 【H23】 12病院（※） 【H28.10】 １５病院

■緩和ケア病棟（病床）を有する病院 健康福祉総務課調 ２病院 【H24】 ４病院 【H28度末】 ５病院

(診療報酬施設基準等)

□緩和ケアの認知度 県政世論調査 １１．４％ 【H24度】 -

※「緩和ケアの意味を十分知っていた」と回答した
割合

□緩和ケア研修の修了医師数 健康福祉総務課調 １１２人 【H24度】 ２１８人 【H28度】

３）がんの
医療の水
準の向上

・放射線療法、化
学療法、手術療
法のさらなる充
実とチーム医療
の体制整備

・がん医療に携
わる専門的な医
療従事者の育成

※ 参考値　医療機能情報制度で県に
報告のあった病院数を計上。

・がんと診断され
た時からの緩和
ケアの推進

・地域の医療・介
護サービス提供
体制の構築（地
域連携）

対象医師数
うち研修修了者

（累計）
修了率

６９６人 ５２７人 ７５．７％

（参考）　がん診療に携わる医師の緩和ケア
　　　研修修了率（H29.3.31現在）



分野別
施　 策

小分野 目標値【H29度】H28年度
評価指標（■は計画における数値目標、
□はアクションプランにおける評価項目）

策定時

□相談支援センターの認知度
※「相談支援センターがあること自体を知らない」と
回答した割合

患者ニーズ調査 ３１．２％ 【H24度】 ３２．２％ 【H27度】

□相談支援センターでの相談件数
香川県がん診療連携
協議会

８，１６５件 【H24】 １０，５９５件 【H28】

■地域がん登録事業協力医療機関数 ２２機関 【H23】 （全国がん登録に移行） 【H28】 ３０機関以上

■地域がん登録の精度の向上 ＤＣＮ　３１．５％ ９．６％ ２５％未満
ＤＣＯ　２３．９％ 　５．４％ ２０％未満

■中学校でがん教育を実施した割合
健康福祉総務課調
保健体育課調

- 　３５．１％ １００％

□小、中、高校でがん教育を実施した割合 健康福祉総務課調 - 117校（41.6%）

□小児がんに関する相談件数 健康福祉総務課調 - －

□がんと診断後も仕事を継続している割合 ５５．８％ ６６．８％

□病名告知や治療方針についての患者の理解度 ８９．７％
【H24】

９１．８％
【H27】

※相談支援センターや地域連携室、
　 各保健所等において、随時実施

【H25】

【H28度】

【H20】

 ８）がん患者に対する支援

　５）がん登録の推進

患者ニーズ調査

４）がんに関する相談支援と
情報提供の体制整備

　６）がん教育の推進

　７）小児がん対策

健康福祉総務課調

H２８度
延べ人数 ２８４人

（参考）がん患者等に対する相談業務実績
　　　　　（県下の３患者団体に委託し実施）


