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１．本年度の研究成果 

（１） 情報提供、教育、啓発 

 平成20年度より開始したがん検診ガイドラインの市民版であるリーフレットを肺がん検診・胃がん

検診について作成した。大腸がん検診、子宮頸がん検診の経験を踏まえて作成方法を整理し、その運

用について改善した。この結果、作成期間は3か月に短縮され、また作成委員会での議論、リーフレ

ット作成の効率化をはかることができた。 

（２）系統的受診勧奨 

①行動変容：大腸がん検診（便潜血検査）受診行動の実態把握と心理学的・行動学的メカニズムの

特定と、心理・行動的特性に基づく効果的な受診勧奨メッセージの作成とその効果の検証を行った。

社会調査会社の登録モニターのうち40歳以上69歳までの男女1000名を対象に、インターネットによる

質問紙調査を行った。その結果、計592名から回答が得られ、このうち過去の受診履歴・受診意図・

大腸がんに対する心配の有無の組み合わせによって4つの群（セグメント）を作成した。受診維持セ

グメント266名(45%)、受診意図有セグメント46名(8%)、受診意図無・心配有セグメント144名(24%)、

受診意図無・心配無セグメント138名(23%)となり、これらのセグメント間で、検診受診の障害、検診

の重要性、主観的規範、記述的規範、検診の信頼性、罹患可能性、検診の知識・イメージに関して有

意な違いが認められた。そこで、北陸地方A市においてこれら3つのセグメントに属する対象者にソー

シャルマーケティングに基づく、インタビュー調査（18名）を行い、質問紙調査の結果を反映させた

3種類の検診受診勧奨のメッセージを用いたリーフレットを作成し、北陸地方A市の大腸がん検診未受

診者5178名に対して、3種類のリーフレットをランダムに再受診勧奨の案内として送付した。現在、

受診状況のモニタリングを行っており、昨年度の受診率とリーフレットの種類の違いによる受診率の

違いについて比較する。 

②女性特有のがん検診推進事業（無料クーポン券）の評価：以前よりがん検診が無料であった宮城

県某自治体における無料クーポン券の評価を行った。若年者の子宮がん検診受診率は大幅に増加した

が、40歳以上での効果は認められなかった。乳がんでは40歳以上で数％の受診率向上が認められた。

これらは無料の影響とは考えられず、個別受診勧奨やその他の効果と考えられた。 

（３）受診率モニタリング 

我々は対策型・任意型検診、住民・職域検診を別個に集計できる調査票を開発し、その妥当性の評

価も行ったが、今年度は住民・職域検診、任意型検診の実測値が得られる福井県で、改良した調査票

を用いて受診率の調査を行った。我々が開発した標本調査の数値と実測値、国民生活基礎調査の数値

を比較検討した。   

       

２．前年度までの研究成果 

（１）情報提供、教育、啓発 

①全国保健所のホームページのインターネット配信状況を調査した。 

②公募による一般市民の参加協力を得て、「有効性評価に基づく大腸がん検診ガイドライン」の一

般向けリーフレットを作成した。市民参加型の受診勧奨リーフレット作成のモデルになった。 

③若年者における子宮頸がんに関するアンケートによる意識調査を宮城県内某女子大学で行った。 

④女性特有のがん検診事業について宮城県の市町村がん検診担当者へのアンケート調査を行った。 

（２）系統的受診勧奨 

①行動変容：行動科学理論、ソーシャルマーケティングの手法を用いた行動変容（検診未受診者が

検診を受ける）のためのメッセージの開発を行った。すなわち、成人女性における乳がん検診受診行

動の実態把握と心理学的・行動学的メカニズムの特定のため、最新の知見を合わせた調査票を作成し、

社会調査会社の登録モニターのうち40歳以上70歳未満の女性1000名を対象に、インターネットによる

質問紙調査を行った。その結果、乳がん検診受診行動を説明する要因として、受診への目標意図だけ

でなく、受診への具体的な計画を立てる実行意図が強く影響することが明らかになった。調査から1

年後に再調査を行い、これら受診経験・受診意図・乳がんに対する心配の有無の3つの要因の組み合



わせで作成した4つのセグメント毎の乳がん検診の受診率の比較を行ったところ、検診維持者、実行

意図有、目標意図有、目標意図無・心配有、目標意図無・心配無の順番で受診率が低下する（62.5%

～17.4%）ことが明らかとなり、実行意図、目標意図、がんに対する心配により実際の受診行動が説

明されることが明らかとなった。 

②網羅的な受診対象者名簿を用いたコール・リコールシステムの有効性評価：検診を申し込んだが、

受けなかった人を対象とした未受診者勧奨における、宮城県内自治体の受診勧奨方法別受診率の解析

と、宮城県某自治体における介入試験を行った。個別受診勧奨は効果があるが、再勧奨対象者は全体

の約6％と少数のため、全体への影響は少ない（1～2％増）ことが分かった。そこで、検診を受けな

かった人ほぼ全員を対象とした未受診者勧奨を宮城県某自治体の大腸がん検診で検討した。検診未受

診者への再勧奨により、7～10％受診率が上昇した。特に過去5年間受診歴が無い人が多く受診する傾

向が伺えた。 

（３）受診率モニタリング 

街頭調査および電話による妥当性の評価により、対策型・任意型検診、住民・職域検診を別個に集

計できる調査票を開発した。これを用いた仙台市におけるがん検診の実態調査では、年代によって検

診区分に明らかな差が認められ、受診率向上策に関して若年者、壮年者、高齢者とでは異なったアプ

ローチが必要で、住民検診対策だけでは不十分であり、職域検診・任意型検診をも含めた対策が必要

と思われた。 

   

３．研究成果の意義及び今後の発展性 

（１）我が国においても、市民参加型のガイドライン作成のために、市民参加によるガイドライン作

成に向けて新たな可能性が示された。がん検診ガイドラインの内容を市民の言葉で市民に伝えること

により、正しい知識を普及することができる。また、医療従事者とともに受診の意思決定(Shared 

Decision Making)を勧めるためのツールとして利用できる。 

（２）行動科学理論、ソーシャルマーケティングの手法を用いた行動変容研究の結果から、乳がん・

大腸がん検診受診者を心理的特性の違いによって複数のセグメントに分けるためのスクリーニング

調査票が開発され、それぞれのセグメントにあわせたコミュニケーションの方法を組み合わせた受診

勧奨の方法を用いることで、わが国の受診率向上をはかることが可能であると考える。また、マーケ

ティングの手法を医療・保健行政に導入するモデルにもなると期待される。 

（３）網羅的な受診者台帳を用いた個別受診勧奨、コール・リコールシステムの有効性が明らかにな

った。女性特有のがん検診推進事業（無料クーポン券）の検討から、検診の無料化だけではがん検診

受診率の飛躍的な向上は困難であり、コール・リコールシステム導入のための体制作りが急務である。

また、保険者単位でのコール・リコールシステムの介入研究が必要と思われる。 

（４）受診率モニタリングに関しては、概ね妥当ながん検診受診率調査票を作成することができた。

受診率向上には対策型だけではなく任意型検診の充実も必要であるが、それらを別個に集計すること

ができた。今後の受診率向上策の策定および受診率モニタリングの有力なツールになる。 

 

４. 倫理面への配慮 

 各研究者は、所属施設の倫理審査委員会の承認を得ており、個人情報保護に関する各種ガイドライ

ンを遵守すると共に、調査会社に依頼する場合も、匿名性や機密保持、インフォームドコンセントな

どの倫理的問題について十分に配慮された調査会社を選定するなどの配慮を行った。 
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