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１．本年度の研究成果 

１）都道府県のアクションプランの評価 

昨年度においては多くの都道府県からアクションプランが公表されていなかった

が、本年度は現時点（11月26日）で27都道府県からアクションプランが公表されて

いる。がん対策推進計画に基づいて予防対策から拠点病院整備、緩和ケア充実に至

るがん対策全般に及ぶ施策の目標を実現するためにアクションプラン（行動計画・

実行計画）を策定しなければならず、これらのアクションプランの進捗プロセスが

継続的にモニターされ、目標の実現可能性に関する評価が必要とされている。そこ

で、公表されている都道府県のアクションプランを対象に（1）都道府県によって

具体的なアクションプランが作成されているか、作成されていないならば場合はそ

の理由（阻害要因）、（2）がん対策推進計画との整合性が保たれているか、（3）

詳細な作業工程が明記されているか否か、それが無い場合はその理由（対象項目の

網羅性、責任者の明確化、予算の確保、今後に向けた展望など）（4）アクション

プランの妥当性と実現可能性（明記されたスケジュールがあるか、各指標から人材

育成に至るまで数字および説明にエビデンスがあるか、達成可能か等の分析）など

について都道府県のアクションプランを評価した。また米国の疾病予防管理センタ

ー（ＣＤＣ）との学術交流を通じてアクションプランの評価の方法論について検討

した。ＣＤＣで実施されている米国の各州におけるがん対策のアクションプランに

対する評価方法や評価ツールなどを調査検討した。 

２）評価項目 

評価項目は、一般事項では①がん予防（生活習慣対策＜たばこ対策・その他＞、肝

炎対策＜ウイルス検診の受診率向上・その他＞など）、②がん検診（検診の受診と

均てん化促進、検診精度向上など）、③がん登録（がん登録の推進＜院内がん登録

の推進＞）、④がん医療（医療機能の確保及び医療連携の推進、専門医等の具体的

な養成・確保施策、放射線療法及び化学療法の推進）、⑤緩和ケア（緩和ケアの推

進、在宅医療の推進）、⑥情報提供及び患者相談（がん医療に関する情報提供、が

ん患者や家族の相談サポート体制）、加えて⑦推進協議会などが定期的あるいは必

要に応じて複数回にわたって開催され進捗状態が報告されているか、あるいは患者

代表（または患者）の意向に応えているか等を評価項目に設定し、具体的は数字や

内容が盛り込まれているか、適切性・論理性が担保されているか、包括性・網羅性

があるかなどの観点から評価した。また実施プロセス、すなわちアクションプラン



の項目が実際に始動し成果を挙げているか、計画通り執行されているか、などにつ

いても検討を加えた。 

３）都道府県のアクションプランの作成推進と評価に関する情報提供 

現時点で 57％の都道府県のアクションプランしか公表されていない。全体の半分弱

の県はなぜ公表ができないのであろうか。様々な理由があると考えられるが、組織的

な、あるいは人的な阻害要因は別として、技術的な問題であれば専門的なサポートに

よって作成が飛躍的に促進されるだろう。まだアクションプランの公表ができていな

い県を中心に作成推進とサポートに関する会合を２回開催した。先行している県のが

ん予防、がん検診、がん医療に関する好事例を解説し支援した。 

 

２．前年度までの研究成果 

１）アクションプランに関する個別調査 

主だった都道府県のアクションプランに関係する担当者のヒアリングおよび資料調

査を実施した（対象県：茨城県、栃木県、山梨県、山口県 ）。茨城県などのアク

ションプランを先行事例研究の対象とし、上記の観点から内容を分析した。分析の

結果、先行事例県の特徴として、がん対策推進計画自体が高い評価であった、がん

対策に関して歴史がある、検討会のメンバーに疫学や公衆衛生の専門家が居てバラ

ンスのよい陣容である、拠点病院の県指定版を設定している、伝統的にがん検診の

熱心な取り組みや高い成果がある、推進協議会が計画の進捗管理を実施している、

などが明らかになった。他方、先行事例だけでなくアクションプラン策定作業の遅

れがある県の事例研究も実施し、先行事例の長所と概ね正反対の特徴があることが

明らかになった。 

２）アクションプランに関する情報提供と共有の促進 

初年度の研究成果を活用しながら先行事例などを中心としたアクションプランに関

する情報の提供と都道府県間における情報の共有を目的としたシンポジウムを年度

末に実施した。いくつかの都道府県がん担当者に対するヒアリングにより他の自治体

の情報を知りたい参考にしたいなどの希望が多く寄せられたため、参加者間で意見交

換を活発に行えるようにし、このシンポジウムの企画によって情報の提供と共有を促

し、アクションプラン策定及び改善の均てん化を図った。またそれぞれの自治体が有

する諸問題について検討し、それらの問題解決の糸口やサポート体制構築に向けて議

論がなされた。 

 

３．研究成果の意義及び今後の発展性 

都道府県のアクションプランの評価とサポートが実施され、わが国のがん対策

の均てん化に貢献できた。都道府県がん対策推進計画の評価研究を行った後、ある

県の担当者から「評価研究が行われ、結果が新聞やマスコミに報道されるので緊張



感が生じてアクションプランの策定が加速しました」という意見を言われた。また

サポートによりアクションプランの策定の仕方の要点が理解できました」という意

見も言われた。これまでわが国の都道府県のがん対策に対して定量的な評価実施さ

れたことはなかった。今回と前回の調査研究により都道府県がん対策推進計画とア

クションプランが定量的な評価にさらされ、この評価が行政に対して「がん患者の

ための施策促進」に向けてファシリテイトの役割を果たした点で大きな意義があっ

たと考えられた。本研究は評価研究のみならずサポート体制の構築研究も同時に実

施してきている。アクションプランに関して下位に位置する自治体に対して積極的

にサポートしてきた。今後は、単発のサポートではなく、米国ＣＤＣの National 

Comprehensive Cancer Control のように包括的かつ継続的なサポートシステムを

構築するたたき台を提案していきたい。 

 

４．倫理面への配慮 

本研究は人を対象にした研究ではなく医療政策（がん対策関連施策）に関する研究

である。個人情報を扱う可能性は極めて低い。しかしながら、「疫学研究の倫理指針」

の適応となる場合には、国立保健医療科学院または主に担当する研究者の所属機関に

おいて倫理審査委員会の承認を得て実施する。指定統計等の目的外使用を行う場合は、

所定の手続きに従い目的外使用の申請を行う。自治体等に調査を行う場合は、個別の

担当者のプライバシーにも配慮する。 
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