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はじめに

福岡県では、がん検診受診率の向上を目的として、
受診率の低い４０代、５０代の検診受診促進を図るた
め、その年代の方が働く事業所と連携したがん検診の
普及啓発と受診勧奨に取り組む、「福岡県働く世代を
がんから守るがん検診推進事業」を平成24年度から
開始しました。

この事業では、参加する事業所の職場の職員に「が
ん検診推進員」という、職場の従業員とその家族に対
し、がん検診の受診勧奨や啓発を行う職員になってい
ただき、事業所での検診受診の促進に取り組んでいた
だいています。

このハンドブックは 、「がん検診推進員」の方が
がん検診の受診勧奨に活用するだけでなく、県民への
啓発にも活用することを目的にしています。

国民の２人に１人ががんにかかり、３人に１人がが
んで亡くなる時代に、がんに悩む方が少しでも減るよ
うに役立てられれば幸いです。 平成28年6月
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がんに関する知識

「国立がん研究センター がん対策情報センター がん情報サービス」より

【がんの原因】
◆喫煙
・喫煙は全部位のがんに関与している
・男性のがんの死亡のうち、４割はたばこが原因と考えられている
・肺がん死亡のうち、男性７０％、女性２０％は喫煙が原因
・受動喫煙でも肺に対して発がん性がある
◆食物・栄養および身体活動
・運動で結腸がんのリスクが低くなる
・過体重と肥満で食道、結腸、乳房（閉経後）、子宮体部、腎臓のがん
のリスクが高くなる

・飲酒で口腔、咽・喉頭、食道、肝臓、乳房などのがんの
リスクが高くなる
◆持続感染（ウイルス、細菌など）
・Ｂ型、Ｃ型肝炎ウイルスによる肝がん
・ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）による子宮頸がん
・ヘリコバクター・ピロリ菌（Ｈｐ）による胃がん など
◆職業および環境汚染
・石綿、アスベストによる肺がん、中皮腫など
◆生殖要因とホルモン
◆その他の要因
◆遺伝素因
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がんの統計１（全国）

◆どの部位のがん罹患が多いか

◆どの部位のがん死亡が多いか
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◆７５歳未満年齢調整死亡率の推移

「国立がん研究センター がん対策情報センター がん情報サービス」より

がんの統計２（全国）

◆201３年のがん死亡数が多い部位は順に

※年齢調整死亡率とは、年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように、「昭和60年モデル人口」を基準人口
として年齢構成を調整した死亡率（人口10万対）

1位 2位 3位 4位 5位
男性 肺 胃 大腸 肝臓 膵臓
女性 大腸 肺 胃 膵臓 乳房

男女計 肺 胃 大腸 膵臓 肝臓
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福岡県のがんの現状
福岡県の死因の割合

平成２６年人口動態調査（厚生労働省）より

平成2６年 悪性新生物の主な部位別死亡数・割合
福岡県 死亡数（人） 全がんに占める割合

悪性新生物 15,087 100%
主な部位別
気管、気管支及び肺 2,961 19.6%

大 腸 1,918 12.7%
胃 1,711 11.3%

肝及び肝内胆管 1,661 11.0%
膵 1,224 8.1%

乳房（女性のみ） 536 3.6%
子宮（女性のみ） 275 1.8%

悪性新生物
15,087人

31%

心 疾 患
5,666人
11%

肺 炎
5,044人
10%脳血管疾患

3,975人
8%

老 衰
1,987人
4%

その他 17,558人
36%

平成２６年人口動態調査（厚生労働省）より

約３割を占めて
います
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◆喫煙
・たばこは吸わない
・他人のたばこの煙をできるだけ避ける

◆飲酒
・飲むなら、節度のある飲酒をする

◆食事
・偏らずバランスよくとる
・塩蔵食品、食塩の摂取は最小限にする
・野菜や果物不足にならない
・飲食物を熱い状態でとらない

◆身体活動
・日常生活を活動的に過ごす

◆体形
・成人期での体重を適正な範囲に維持する

（太りすぎない、やせすぎない）

◆感染
・肝炎ウイルス感染の有無を知り、感染している

場合はその治療の措置をとる

がん予防法

国立がん研究センター がん対策情報センター がん情報サービス
「日本人のためのがん予防法」より
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がん検診について
がん検診について

がん検診の目的は、がんを早期発見し、適切な治療を行うこと
でがんによる死亡を減少させることです。

検診の対象は症状のない人で、無症状のうちにがんを早期に発
見し、治療することが大切です。

がん検診の流れ
がん検診（一次検診）

異常あり異常なし

精密検査（二次検診）

異常なし
良性の病変 がんと診断（確定診断）

次回の検診 治療

がん検診の利点、欠点
早期発見、早期治療による救命効果という利点がある一方

で、がんの見逃しや検査に伴う偶発症などの欠点があります。

今後も定期的に検診を
受けましょう

精密検査へ

専門医療機関へ

「国立がん研究センター がん対策情報センター がん情報サービス」より
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胸部Ｘ線検査

乳房Ｘ線検査
（マンモグラフィ）

細胞診

便潜血検査

◆肺がん検診
４０歳以上、年に１回
問診、胸部Ｘ線検査、喀痰細胞診（喫煙者のみ）

◆胃がん検診
【胃内視鏡検査】５０歳以上、２年に１回
【胃部Ｘ線検査】４０歳以上、年に１回

◆大腸がん検診
４０歳以上、年に１回
問診、便潜血検査

胃内視鏡検査

◆乳がん検診
４０歳以上、２年に１回
問診、乳房Ｘ線検査（マンモグラフィ）

◆子宮（頸部）がん検診
２０歳以上、２年に１回
問診、視触診、子宮頸部の細胞診及び内診
（必要に応じてコルポスコープ検査）

検診方法について
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◆子宮（頸部）がん検診
２０歳以上、２年に１回
問診、視触診、子宮頸部の細胞診及び内診
（必要に応じてコルポスコープ検査）

検診方法について ◆前立腺がん検診
お住まいの市町村によって対象年齢が異なります
血液検査（PSA検査）

◆肝炎ウイルス検査
血液検査を受け、感染の有無を知ることが大切です。
肝炎ウイルスに感染している人は、自覚症状がなく
ても専門医療機関での定期的な管理が必要。

対象部位 対象年齢 受診間隔 検診の方法
肺 40歳以上 年に1回 問診、胸部X線検査

喀痰細胞診（喫煙者のみ）

胃 ５0歳以上
※胃部Ｘ線検
査については
４０歳以上

２年に1回
※胃部Ｘ線検査
については年に

１回

問診、胃内視鏡検査
又は

問診、胃部Ｘ線検査

大腸 40歳以上 年に1回 問診、便潜血検査

乳 40歳以上 2年に1回 問診、
乳房X線検査（マンモグラフィ）

子宮
（頸部）

20歳以上 2年に1回 問診、視診、子宮頸部の細胞診および内診

●主な検診方法のまとめ

あなたとあなたの
家族を守るがん検診

を受けよう！！

福岡県がん検診受診率向上
イメージキャラクター

「検診くん」
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がん検診を受けよう！！

○市町村のがん検診
住民を対象に、がん検診を実施しています。

○職場の検診
勤務先や健康保険組合では、各種がん検診の受診機会を
提供しています。配偶者が受診可能な場合もあります。

○人間ドッグ型検診
費用は比較的高額ですが、精度の高い検査もあり、多くの
検査を受けることができます。
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市町村名 担当課（室）・係（担当）名 電話番号
北九州市 門司区役所保健福祉課 093-331-1881

小倉北区役所保健福祉課 093-582-3440
小倉南区役所保健福祉課 093-951-4111

若松区役所保健福祉課 093-761-5321

八幡東区役所保健福祉課 093-671-0801

八幡西区役所保健福祉課 093-642-1441

戸畑区役所保健福祉課 093-871-1501

福岡市 東区保健福祉センター健康課健康づくり係 092-645-1078

博多区保健福祉センター健康課健康づくり係 092-419-1091

中央区保健福祉センター健康課健康づくり係 092-761-7340

南区保健福祉センター健康課健康づくり係 092-559-5116

城南区保健福祉センター健康課健康づくり係 092-831-4261

早良区保健福祉センター健康課健康づくり係 092-851-6012

西区保健福祉センター健康課健康づくり係 092-895-7073

大牟田市 健康対策課・健康増進担当 0944-41-2669

久留米市 保健所健康推進課 0942-30-9331

筑紫野市 健康推進課 092-920-8611

春日市 健康課 健康増進担当 092-501-1134

大野城市 すこやか長寿課 健康長寿担当 092-501-2222

太宰府市 元気づくり課 健康推進係（保健センター） 092-928-2000

那珂川町 国保年金健康課健康担当 092-953-2211

古賀市 予防健診課 健診指導係 092-942-1151

宇美町 健康福祉課 健康づくり推進室 092-933-0777

篠栗町 健康課 健康係 092-947-8888

志免町 健康課 保健指導係 092-935-1485

市町村のがん検診の問い合わせ窓口

平成27年5月現在

市町村名 担当課（室）・係（担当）名 電話番号
川崎町 住民保険課 0947-72-7083

大任町 住民課衛生係 0947-63-3003

赤村 住民課健康増進係 0947-62-3000

福智町 保健課 0947-28-9500

小郡市 健康課 健康推進係 0942-72-6666

うきは市 保健課 食育・健康対策係 0943-75-4960

朝倉市 健康課 健診係 0946-22-8571

筑前町 健康課健康推進係 0946-42-6649

東峰村 住民福祉課・保健衛生係 0946-74-2311

大刀洗町 健康福祉課 健康支援係 0942-77-2266

柳川市 健康づくり課健康係 0944-77-8536

八女市 健康推進課 保健総務係 0943-23-1201

筑後市 健康づくり課 健康増進係 0942-53-4231

大川市 健康課 健康推進係 0944-86-8450

みやま市 介護健康課 健康係 0944-64-1515

大木町 健康課 健康づくり係 0944-32-1280

広川町 健康福祉課 高齢者・健康係 0943-32-1113

行橋市 行橋市地域福祉課健康づくり推進係 0930-23-8888

豊前市 健康長寿推進課 健康増進係 0979-82-1111

苅田町 子育て・健康課 健康づくり担当 093-436-5115

みやこ町 健康づくり課・健康増進係 0930-32-2725

吉富町 健康福祉課・健康係 0979-23-9900

上毛町 子ども未来課 町民健康係 0979-７2-3111

築上町 住民課 健康増進係 0930-52-0001

市町村のがん検診の問い合わせ窓口

平成27年5月現在
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市町村名 担当課（室）・係（担当）名 電話番号
須恵町 健康福祉課 保健予防係 092-932-1151

新宮町 健康福祉課(シーオーレ新宮) 健康づくり担当 092-962-5151

久山町 健康福祉課（ヘルスＣ＆Ｃセンター）健康係 092-976-3377

粕屋町 健康づくり課 健康推進係 092-938-0258

中間市 健康増進課健康係 093-246-1611

宗像市 健康課 健康推進係 0940-36-1187

福津市 いきいき健康課 健康づくり係 0940-34-3351

芦屋町 健康・こども課 健康づくり係 093-223-3533

水巻町 健康課 健康推進係 093-202-3212

岡垣町 健康づくり課 健康増進係 093-282-1211
遠賀町 健康こども課 健康対策係 093-293-1234
糸島市 健康づくり課 保健指導係 092-332-2069

直方市 健康福祉課 健康推進係 0949-25-2115

飯塚市 健康・スポーツ課 保健衛生係 （飯塚市保健セン
ター） 0948-24-4002

宮若市 健康福祉課 健康対策係 0949-55-6000

嘉麻市 健康課 健康推進係 0948-53-1104

小竹町 健康増進課 健康対策係 09496-2-1864
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添田町 保健福祉環境課・健康対策係 0947-88-8111

糸田町 住民課保健衛生係 0947-49-9020

市町村のがん検診の問い合わせ窓口

平成27年5月現在
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市町村名 担当課（室）・係（担当）名 電話番号
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宗像市 健康課 健康推進係 0940-36-1187

福津市 いきいき健康課 健康づくり係 0940-34-3351
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市町村のがん検診の問い合わせ窓口

平成27年5月現在

市町村名 担当課（室）・係（担当）名 電話番号
川崎町 住民保険課 0947-72-7083

大任町 住民課衛生係 0947-63-3003

赤村 住民課健康増進係 0947-62-3000

福智町 保健課 0947-28-9500

小郡市 健康課 健康推進係 0942-72-6666

うきは市 保健課 食育・健康対策係 0943-75-4960

朝倉市 健康課 健診係 0946-22-8571

筑前町 健康課健康推進係 0946-42-6649

東峰村 住民福祉課・保健衛生係 0946-74-2311

大刀洗町 健康福祉課 健康支援係 0942-77-2266

柳川市 健康づくり課健康係 0944-77-8536

八女市 健康推進課 保健総務係 0943-23-1201

筑後市 健康づくり課 健康増進係 0942-53-4231

大川市 健康課 健康推進係 0944-86-8450

みやま市 介護健康課 健康係 0944-64-1515

大木町 健康課 健康づくり係 0944-32-1280

広川町 健康福祉課 高齢者・健康係 0943-32-1113

行橋市 行橋市地域福祉課健康づくり推進係 0930-23-8888

豊前市 健康長寿推進課 健康増進係 0979-82-1111

苅田町 子育て・健康課 健康づくり担当 093-436-5115

みやこ町 健康づくり課・健康増進係 0930-32-2725

吉富町 健康福祉課・健康係 0979-23-9900

上毛町 子ども未来課 町民健康係 0979-７2-3111

築上町 住民課 健康増進係 0930-52-0001

市町村のがん検診の問い合わせ窓口

平成27年5月現在
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がんの治療について（１）

がんの治療法の大きな柱は、
手術療法、薬物療法、放射線療法の３つです。

◆手術療法
がんを外科的に切除します。切除範囲を小さくすることで、治療後

の後遺症を最小限にします。患者さんの状態や手術の方法により、
入院期間は大きく異なります。

◆薬物療法
薬物を使ってがん細胞の増殖を抑える治療です。薬の効果と副作用

の様子をみながら治療を行います。

◆放射線療法
放射線を照射することによって、がん細胞の増殖を抑えます。がん

の種類によって、放射線治療の効きやすさ、治りやすさは大きく異な
ります。

検査と診断にかかる時間は、必要な時間

多くの場合、治療を開始するまでには、
時間がかかります。がんを正確に診断するため
には、詳しい診察と検査が必要です。
がんの治療では、
「治療の効果を最大に得ること」と同時に、
「体への負担を最小限にすること」が
重要です。多くの検査とそれにかかる時間は、
適切な治療を行うために必要なものです。

国立がん研究センター がん対策情報センターより引用

◆集学的治療
がんの治療法としては、主に、手術療法、放射線療法、薬物療法など

がありますが、これらを単独で行うのではなく、がんの種類や進行度に
応じて、さまざまな治療法を組み合わせた治療のことをいいます。
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がんの治療法としては、主に、手術療法、放射線療法、薬物療法など

がありますが、これらを単独で行うのではなく、がんの種類や進行度に
応じて、さまざまな治療法を組み合わせた治療のことをいいます。

がんの治療について（２）
◆緩和ケア

がん医療における緩和ケアとは、がんに伴う体と心の痛みを和らげ、
生活やその人らしさを大切にする考え方です。がんの病状によって
緩和ケアを受ける、受けないを決めるというものではなく、緩和ケアは
どのような病状でも、どのような時期にも受けることができます。
緩和ケアは、がんの治療中かどうかや、入院・外来、在宅療養などの

場を問わず、がんと診断された時から受けることができます。

WHO（世界保健機関）による緩和ケアの定義（2002年）
緩和ケアとは、生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその

家族に対して、痛みやその他の身体的問題、心理社会的問題、ｽﾋﾟﾘﾁｭｱﾙな
問題を早期に発見し、的確なｱｾｽﾒﾝﾄと対処（治療・処置）を行うことに
よって、苦しみを予防し、和らげることで、ｸｵﾘﾃｨｰ･ｵﾌﾞ･ﾗｲﾌ（QOL）を
改善するｱﾌﾟﾛｰﾁである。

◆セカンドオピニオン
セカンドオピニオンとは、患者さんご自身が病気への理解を深め、

適切な治療を選択するため、主治医以外の医師に意見を聞き、情報を
収集することです。
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がんの治療費について（１）
がんの治療には多額の費用がかかりますが、医療費の負担を

軽くする仕組みや公的な助成、支援制度などがあります。
医療費の費用負担を軽くする制度
◆高額療養費制度（治療後に払い戻し）

１か月間（１日から月末まで）の医療費の自己負担額が、一定
の限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

◆自己負担限度額適用認定証（治療前に手続き）
１か月間の医療費が高額になった時に備えて、前もって手続き

をしておくと、高額な医療費が発生しても、自己負担を一定の限
度額で抑えられる制度です。

※入院中の食費や差額ベッド代等は含みません。
負担の上限額は、年齢や所得によって異なります。

●70歳未満の方の場合

●70歳以上の方の場合

平成27年1月現在

所得区分 限度額（月単位） [ ]内は4か月目以降
年収約1,160万円～ 252,600円＋（医療費-842,000）×１％ [140,100円]

年収約770万
～約1,160万円

167,400円＋（医療費-558,000）×１％ [93,000円]

年収約370万～約770万円 80,100円＋（医療費-267,000）×１％ [44,400円]

年収370万円以下 57,600円 [44,400円]

低所得者(住民税非課税) 35,400円 [24,600円]

外来（個人ごと） 入院及び世帯ごとの限度額
課税所得が145万円以上の人 44,400円 80,100＋｛(総医療費-267,000円）

×0.01｝円
市県民税が非課税世帯の人 8,000円 24,600円
年金収入が年80万円以下の人 8,000円 15,000円
上記以外の人 12,000円 44,400円
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低所得者(住民税非課税) 35,400円 [24,600円]

外来（個人ごと） 入院及び世帯ごとの限度額
課税所得が145万円以上の人 44,400円 80,100＋｛(総医療費-267,000円）

×0.01｝円
市県民税が非課税世帯の人 8,000円 24,600円
年金収入が年80万円以下の人 8,000円 15,000円
上記以外の人 12,000円 44,400円

経済的負担を減らす制度
◆高額医療・高額介護合算療養費制度

医療、介護サービスの両方を受けている方が対象です。この
制度では、医療、介護双方にかかった費用について、「１年間
に〇〇円まで」と負担の上限を決めています。

国立がん研究センター「がんになったら手にとるガイド」
厚生労働省 保健局 ホームページ資料 より

※がん拠点病院のがん相談支援センターでは医療費の相談にも
対応しています。（次ページ参照）

その他の制度
◆ひとり親家庭等医療費助成制度
◆小児慢性特定疾病医療費助成制度
◆高度障害者（児）医療費助成制度

（各市区町村が窓口となり、該当者の医療費を助成）
などがあります。

立て替え払いの負担を減らす支援制度
◆高額療養費貸付制度
◆高額療養費受領委任払い制度
（両制度とも、医療費を支払う前に、加入する保険の窓口に申請が必要）

がんの治療費について（２）
◆医療費控除

医療費控除は1年間（1月1日～12月末日）の医療費が一定の
金額を超えた場合、確定申告により税金が還付される制度です。

医療費や訪問看護料のほか、医療機器の購入費や通院のための
交通費も、医療費控除の対象になります。

領収書は大切に保管しておきましょう。
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「国立がん研究センターがん対策情報センター がん情報サービス」より

がん相談支援センターとは、全国のがん診療連携拠点病院等に設置されて
いる「がんの相談窓口」です。がん相談支援センターは患者さんやご家族
のほか、地域の方々はどなたでも無料でご利用いただけます。

病気やその治療法、治療後の生活、医療費のことなど、がんの療養に
関する様々な疑問や悩みの解決に向けて専門の相談員が対応します。

がん相談支援センターについて

「がん」
って‥

治療って‥

これから
の生活‥

家族のこと

こころの
悩み‥

仕事は‥

18



「国立がん研究センターがん対策情報センター がん情報サービス」より

がん相談支援センターとは、全国のがん診療連携拠点病院等に設置されて
いる「がんの相談窓口」です。がん相談支援センターは患者さんやご家族
のほか、地域の方々はどなたでも無料でご利用いただけます。

病気やその治療法、治療後の生活、医療費のことなど、がんの療養に
関する様々な疑問や悩みの解決に向けて専門の相談員が対応します。

がん相談支援センターについて

「がん」
って‥

治療って‥

これから
の生活‥

家族のこと

こころの
悩み‥

仕事は‥

福岡県がん拠点病院がん相談支援センター
○福岡ブロック
・独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター

月～金:10:00～16:00

福岡市南区野多目3-1-1 Tel:092-541-8100（直通）

・国立大学法人 九州大学病院
月～金:9:00～15:00

福岡市東区馬出3-1-1 Tel:092-642-5200（直通）

・独立行政法人国立病院機構 九州医療センター
月～金:8:30～17:15

福岡市中央区地行浜1-8-1 Tel:092-833-6806（直通）

・福岡県済生会福岡総合病院
月～金:8:30～17:00

土:8:30～12:30

福岡市中央区天神1-3-46 Tel:092-771-8151（内線6400）

・福岡大学病院
月～金:8:30～16:30

土:8:30～12:15

福岡市城南区七隈7-45-1 Tel:092-801-1011（内線2104）

・独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター
月～金:8:30～17:15

古賀市千鳥1-1-1 Tel:0120-212-454（直通）
Fax:0120-087-437（直通）

・福岡大学筑紫病院
月～金:9:00～16:00

筑紫野市俗明院1-1-1 Tel:092-921-1011（内線7223）

・国家公務員共済組合連合会 浜の町病院
月～金:9:00～16:30

福岡市中央区長浜3-3-1 Tel:092-721-9991（直通）

平成28年4月現在
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福岡県がん拠点病院がん相談支援センター

平成28年4月現在

○筑後ブロック
・久留米大学病院

月～金:9:00～16:30

久留米市旭町67 Tel:0942-31-7903（直通）

・聖マリア病院
月～金:9:00～16:00

土:9:00～16:00

久留米市津福本町422 Tel:0942-35-3322（内線2017）
Fax:0942-35-3351(直通)

・公立八女総合病院
月～金:9:00～16:00

八女市高塚540-2 Tel:0943-23-4131（内線2134）
Fax:0943-22-6929(直通)

E-mail:renkei@yamehp.jp

・地方独立行政法人 大牟田市立病院
平日:8:30～17:00

大牟田市宝坂町2-19-1 Tel:0944-53-1061（内線2331）

・一般社団法人朝倉医師会 朝倉医師会病院
月～金:9:00～16:00

朝倉市来春422-1 Tel:0946-23-0077

※ FAX番号・E-mailアドレスは、FAX又はE-Mailでの相談に応じている病院について
記載しております。

※ 祝祭日・開院記念日等は相談を受け付けていない病院があります。
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福岡県がん拠点病院がん相談支援センター

平成28年4月現在

○筑後ブロック
・久留米大学病院

月～金:9:00～16:30

久留米市旭町67 Tel:0942-31-7903（直通）

・聖マリア病院
月～金:9:00～16:00

土:9:00～16:00

久留米市津福本町422 Tel:0942-35-3322（内線2017）
Fax:0942-35-3351(直通)

・公立八女総合病院
月～金:9:00～16:00

八女市高塚540-2 Tel:0943-23-4131（内線2134）
Fax:0943-22-6929(直通)

E-mail:renkei@yamehp.jp

・地方独立行政法人 大牟田市立病院
平日:8:30～17:00

大牟田市宝坂町2-19-1 Tel:0944-53-1061（内線2331）

・一般社団法人朝倉医師会 朝倉医師会病院
月～金:9:00～16:00

朝倉市来春422-1 Tel:0946-23-0077

※ FAX番号・E-mailアドレスは、FAX又はE-Mailでの相談に応じている病院について
記載しております。

※ 祝祭日・開院記念日等は相談を受け付けていない病院があります。

福岡県がん拠点病院がん相談支援センター

○北九州ブロック
・北九州市立医療センター

月～金:8:30～17:00

北九州市小倉北区馬借2-1-1 Tel:093-541-1831（内線2109・6843）

・独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院
月～金:9:00～17:00

北九州市八幡西区岸の浦1-8-1 Tel:093-641-9715（直通）
Fax:093-641-9645（直通）
E-mail:k-shienbu@kyusyu.jcho.go.jp

・産業医科大学病院
月～金:8:30～17:00

北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 Tel:093-691-7162（直通）

・社会医療法人共愛会 戸畑共立病院
月～金:9:00～17:00

北九州市戸畑区沢見2-5-1 Tel:093-871-5428（直通）

※ FAX番号・E-mailアドレスは、FAX又はE-Mailでの相談に応じている病院について
記載しております。

※ 祝祭日・開院記念日等は相談を受け付けていない病院があります。

平成28年4月現在

○筑豊ブロック
・飯塚病院

月～金:8:30～16:30

飯塚市芳雄町3-83 Tel:0948-29-8925（直通）

・社会保険田川病院
月～金:9:00～16:00

田川市大字上本町10-18 Tel:0947-44-0463（直通）
Fax:0947-44-0463（直通）

E-mail:oda@s-tagawa-hp.tagawa.fukuoka.jp
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働く世代をがんから守るがん検診推進事業（１）

・がん検診を職場で取り組むのは、
「働く世代をがんから守る」ためです。

・がんを早期発見・早期治療するためには
「がん検診」が有効です。

・がん検診受診率向上事業に取り組むことにより、
従業員の健康を考え、従業員を守る事業所として、
イメージの向上を図ることができます。

がん検診受診促進

（受診率の向上）

事業所の
イメージアップ

・健康増進対策
・働きやすい環境
・地域貢献

労働力の確保

・安心して働ける職場
・作業効率の上昇
・モチベーションの上昇

医療費の削減

・早期発見による
療養費の抑制

・傷病手当金等の抑制

事業所におけるがん検診受診率向上のメリット
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働く世代をがんから守るがん検診推進事業（１）

・がん検診を職場で取り組むのは、
「働く世代をがんから守る」ためです。

・がんを早期発見・早期治療するためには
「がん検診」が有効です。

・がん検診受診率向上事業に取り組むことにより、
従業員の健康を考え、従業員を守る事業所として、
イメージの向上を図ることができます。

がん検診受診促進

（受診率の向上）

事業所の
イメージアップ

・健康増進対策
・働きやすい環境
・地域貢献

労働力の確保

・安心して働ける職場
・作業効率の上昇
・モチベーションの上昇

医療費の削減

・早期発見による
療養費の抑制

・傷病手当金等の抑制

事業所におけるがん検診受診率向上のメリット

働く世代をがんから守るがん検診推進事業（２）

日本人の2人に1人ががんにかかり、3人に1人ががんで
亡くなる時代です。がんは、誰もがかかる可能性のある
身近な病気になっています。働く世代の健康を守るために、
がん検診受診が重要です。

福岡県 胃がん 大腸がん 肺がん 乳がん 子宮(頸部)

がん
平成25年

36.4% 32.1% 36.2% 39.4% 40.0%

全国順位
40位 46位 44位 41位 36位

低いがん検診受診率（国民生活基礎調査より）

がん検診が早期発見に有効と考えている人が、8割を超えています。
がん検診を受けない理由として
「気になる症状がないから」
「必要な時は医療機関を受診できるから」
「費用がかかり経済的にも負担になるから」となっています。

しかし、早期がんでは症状がないことがほとんどです。
健康に自信を持つためにも、定期的ながん検診受診が大切です。

がん検診は早期発見に有効と思うか

80.7%

13.7%
1.9%
3.7%

そう思う

どちらかといえばそう思
う
そう思わない

その他

（平成23年県民健康づくり調査）

子宮（頸部）がんは20歳～69歳
他のがんは40歳～69歳で算定
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働く世代をがんから守るがん検診推進事業（３）
がん検診には、種類や検査項目が多くありますが、死亡率を減少させる
「科学的に効果が確立されたがん検診」を実施することが大切です。

推奨されるがん検診（国立がん研究センターがん予防・検診研究センター）

早期治療のスタートは精密検査の受診
～早期がんを治療するチャンス～

検診でがんが発見された場合と
検診以外でがんが発見された
場合では、治療の方法や期間、
治療費に大きく差がでます。

「要精密検査」と言われ
「時間がない」「がんが
みつかったら怖い」などの
理由で受けていない人にも
早期発見・早期治療のために
受診勧奨を行いましょう。

(100％に近いほど治療で生命を救えることを意味します。)

対象部位 対象年齢 受診間隔 検診の方法
肺 40歳以上 年に1回 問診、胸部X線検査

喀痰細胞診（喫煙者のみ）

胃 ５0歳以上
※胃部Ｘ線検
査については
４０歳以上

２年に1回
※胃部Ｘ線検査
については年に

１回

問診、胃内視鏡検査
又は

問診、胃部Ｘ線検査

大腸 40歳以上 年に1回 問診、便潜血検査

乳 40歳以上 2年に1回 問診、
乳房X線検査（マンモグラフィ）

子宮
（頸部）

20歳以上 2年に1回 問診、視診、子宮頸部の細胞診および内診
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働く世代をがんから守るがん検診推進事業（３）
がん検診には、種類や検査項目が多くありますが、死亡率を減少させる
「科学的に効果が確立されたがん検診」を実施することが大切です。

推奨されるがん検診（国立がん研究センターがん予防・検診研究センター）

早期治療のスタートは精密検査の受診
～早期がんを治療するチャンス～

検診でがんが発見された場合と
検診以外でがんが発見された
場合では、治療の方法や期間、
治療費に大きく差がでます。

「要精密検査」と言われ
「時間がない」「がんが
みつかったら怖い」などの
理由で受けていない人にも
早期発見・早期治療のために
受診勧奨を行いましょう。

(100％に近いほど治療で生命を救えることを意味します。)

対象部位 対象年齢 受診間隔 検診の方法
肺 40歳以上 年に1回 問診、胸部X線検査

喀痰細胞診（喫煙者のみ）

胃 ５0歳以上
※胃部Ｘ線検
査については
４０歳以上

２年に1回
※胃部Ｘ線検査
については年に

１回

問診、胃内視鏡検査
又は

問診、胃部Ｘ線検査

大腸 40歳以上 年に1回 問診、便潜血検査

乳 40歳以上 2年に1回 問診、
乳房X線検査（マンモグラフィ）

子宮
（頸部）

20歳以上 2年に1回 問診、視診、子宮頸部の細胞診および内診

働く世代をがんから守るがん検診推進事業（４）

職場のがん検診を進めるには、従業員に必要性を理解してもらうことが重要
です。「自分の健康を守るために、定期的にがん検診を受けよう」と、
呼びかけてください。
また、貴所のがん検診がどのような体制で行われているかを把握しましょう。

検診について
・福利厚生で検診を実施しているか
・市町村のがん検診を受けているか
・個人の人間ドッグ
・定期健康診断に含まれるか

検診機会の配慮
・就業時間内に受けられるか
・検診時間は、出勤扱いか
・検診を受け忘れた場合は

対象者の基準
・職場検診で女性特有のがん検診が
受けられるか

・契約社員やパート従業員も
受診できるか

検診後のフォロー
・受診結果の個人情報の取扱い
・精密検査結果の報告
・治療が必要になった場合の体制

・健診機関でがん検診を
カバーできるか

・市町村がん検診の実施
状況の確認

・受診しやすい環境作り
・職場検診の活用

・従業員のモチベーション
の確保

・予算とのバランス

・個人情報の取扱い基準
・産業医等からの助言
・サポート体制の整備

「要精密検査」とは、今回の検査では診断が確定できず、詳細な検査によって
確定診断し、病気がある場合には早期に適切な治療が必要な状況のこと。
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働く世代をがんから守るがん検診推進事業（５）
受診率を効果的に上げるポイント

メッセージを受け取ってもらうには「自分に関係がある」と
思ってもらえることが重要です。

ターゲットを決める！
受診勧奨が特に必要なのは

「未受診者」

記憶に残る
受診勧奨！

受診の時期を意識させる。

記念日：誕生日など
ピンクリボン月間
検診weekの設定

掲示場所も重要！
メッセージの認識には、
立ち止まり目を通せる場所

「化粧室や休憩室」
「コピー機の近く」

人と人のコミュニケーション力
人が集まる機会に受診促進！

共通理解が、受けやすい雰囲気を作る。

「チラシは、手渡し」
「同僚の体験談」
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