
１．回収状況
市町村数 割合 　

調査対象とした市区町村 1,818 100%
回答のあった市区町村 1,818 100%

２．各がん検診の実施状況
胃がん 子宮がん 肺がん 乳がん 大腸がん

1,817 1,816 1,735 1,817 1,816
(99.9%) (99.9%) (95.4%) (99.9%) (99.9%)

1 2 32 1 0
(0.1%) (0.1%) (1.8%) (0.1%) (0.0%)

0 0 51 0 2
(0.0%) (0.0%) (2.8%) (0.0%) (0.1%)

0 0 0 0 0
(0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
1,818 1,818 1,818 1,818 1,818

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

３．各がん検診の対象者の設定
胃がん 子宮がん 肺がん 乳がん 大腸がん

936 575 1,159 420 1,201
(51.5%) (31.7%) (66.8%) (23.1%) (66.1%)

527 724 335 586 447
(29.0%) (39.9%) (19.3%) (32.3%) (24.6%)

354 517 241 811 168
(19.5%) (28.5%) (13.9%) (44.6%) (9.3%)

0 0 0 0 0
(0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
1,817 1,816 1,735 1,817 1,816

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)
　 　 　 　 　

市区町村におけるがん検診の実施状況の調査結果（全国）

国の指針どおりに対象者を設定している市区町村

国の指針よりも対象者を制限している市区町村

不明・無回答

（平成２１年１月１日時点）

がん検診を実施している市区町村（再掲）

国の指針よりも対象者を拡大している市区町村

※平成21年1月1日現在、1,781市町村。
※23の特別区と1,795市町村（一部、合併前の市町村別に報告）から回答があった。

がん検診をなんらかの形で実施している市区町村

回答のあった市区町村（再掲）

がん検診を実施している市区町村

がん検診を実施してない市区町村

不明・無回答



がん検診 市区町村数 （参考）国の指針

実施していない (該当なし) 0 0

何らかの形で
実施している

僻地診療の一環で実施 1 1

実施していない (該当なし) 0 0

何らかの形で
実施している

当該年度は実施していない
（検診を２年に１回実施）

2 2

予算を確保できないため 18
実施できる施設がないため 7
他に優先すべき事業があるため 27
検診の有効性に疑問があるため 26
専門医の確保が困難 6
実施を検討中 5
平成２１年度からの実施予定 4
発見率が低い 2
発症予防に力を入れているため 1
喀痰採取が困難であるため 1
その他 3

何らかの形で
実施している

結核健診 32 32

実施していない (該当なし) 0 0

何らかの形で
実施している

当該年度は実施していない
（検診を２年に１回実施）

1 1

実施していない 検診の有効性に疑問があるため 2 2

何らかの形で
実施している

(該当なし) 0 0

※複数回答可のため、実施していない理由の計と実施していない市区町村数は異なる。

肺がん

40歳以上
問診、胸部Ｘ線検査
喀痰細胞診
毎年

乳がん

40際以上
問診、視診、触診
マンモグラフィー
隔年

大腸がん
40歳以上
問診、便潜血検査
毎年

子宮がん

20歳以上
問診、視診、細胞診
内診
隔年

実施していない 51
※

４．がん検診を何らかの形で実施している市区町村及び実施していない市区町村の理由（複数回答可）
理由

胃がん
40歳以上
問診、胃部Ｘ線検査
毎年



胃 が ん
検　　診

子宮がん
検　　診

肺 が ん
検　  診

乳 が ん
検　  診

大腸がん
検　　診

該当なし 該当なし 51市区町村 該当なし 2村

岩 手 県 釜石市 未実施

秋 田 県 湯沢市、美郷町、東成瀬村 未実施

群 馬 県
桐生市、太田市
甘楽町、東吾妻町、高山村

未実施

東 京 都 北区、稲城市 未実施

長 野 県 天龍村、秦阜村 未実施

滋 賀 県

大津市、長浜市、
近江八幡市、草津市、
守山市、栗東市、野洲市、
湖南市、高島市、
東近江市、米原市、
安土町、日野町、竜王町、
愛荘町、豊郷町、甲良町、
多賀町、虎姫町、
高月町、木之本町、
余呉町、西浅井町

未実施

奈 良 県 上牧町、山添村 未実施

島 根 県 出雲市、安来市 未実施

福 岡 県 太宰府市、古賀市 未実施

熊 本 県 菊池市 未実施

宮 崎 県

日南市、日向市、串間市、

西都市、南郷町※、高原町、
高鍋町、新富町、木城町、
川南町

未実施

※平成21年3月30日に日南市・北郷町と新設合併

５．がん検診を実施していない市区町村
（平成２１年１月１日現在）



６．どのような方法により対象者を制限しているか（複数回答可）
胃がん 子宮がん 肺がん 乳がん 大腸がん

定員を設け先着順 285 237 190 427 140
(15.7%) (13.0%) (10.5%) (23.5%) (7.7%)

定員を設け抽選 28 14 17 30 11
(1.5%) (0.8%) (0.9%) (1.7%) (0.6%)

年齢を制限 31 40 27 33 9
(1.7%) (2.2%) (1.5%) (1.8%) (0.5%)

同一人にとって受診機会、勧奨ともに隔年 251 390
※誕生年、誕生月、居住地区で選定等 (13.8%) (21.5%)
その他 16 18 17 30 10

(0.9%) (1.0%) (0.9%) (1.7%) (0.6%)
不明・無回答 0 0 0 0 0

(0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
1,818 1,818 1,818 1,818 1,818

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)
回答のあった市区町村（再掲）



７．各がん検診で実施されていた国の指針以外の検査項目（複数回答可）

胃がん検診（胃内視鏡検査） 212 (11.7%)  
胃がん検診（ペプシノゲン法） 44 (2.4%)
胃がん検診（ヘリコバクター・ピロリ抗体） 17 (0.9%)
子宮がん検診（ＨＰＶ検査） 36 (2.0%)
肺がん検診（ＣＴ検査） 153 (8.4%)
乳がん検診(エコー検査） 565 (31.1%)
大腸がん検診（大腸内視鏡検査） 33 (1.8%)
大腸がん検診（Ｓ状結腸鏡検査） 29 (1.6%)
大腸がん検診（注腸Ｘ線検査） 12 (0.7%)
回答のあった市区町村（再掲） 1,818 (100.0%)

８．国の指針以外の方法によるがん検診の実施状況

指針以外のがん検診を実施している 1,208 (66.4%)
指針以外のがん検診を実施していない 610 (33.6%)
不明・無回答 0 (0.0%)
合計 1,818 (100.0%)

９．国の指針以外の方法（複数回答可）

前立腺がん検診（ＰＳＡ検査） 1,163 (64.0%)  
肝がん検診(エコー検査） 85 (4.7%)  
卵巣がん（エコー検査） 31 (1.7%)
甲状腺がん検診（エコー検査） 22 (1.2%)  
喉頭がん・口腔がん・咽頭がん 20 (1.1%)
その他 10 (0.6%)
回答のあった市区町村（再掲） 1,818 (100.0%)

市町村数

市町村数

市町村数



１０．がん検診の周知方法（複数回答可）
　
対象者に個別に郵送等で通知 1,000 (55.0%)
自治体の広報紙で周知 1,597 (87.8%)
自治体のホームページで周知 1,110 (61.1%)
個別訪問して通知 72 (4.0%)
その他 639 (35.1%)
回答のあった市区町村（再掲） 1,818 (100.0%)
 

【胃がん】
　

完全無料 134 (7.6%) 34 (6.6%)
０円～500円 333 (18.8%) 32 (6.2%)
500円～1,000円 784 (44.2%) 89 (17.2%)
1,001円～1,500円 371 (20.9%) 78 (15.1%)
1,501円～2,000円 96 (5.4%) 71 (13.7%)
2,001円～2,500円 37 (2.1%) 46 (8.9%)
2,501円以上 17 (1.0%) 168 (32.4%)
合計 1,772 (100.0%) 518 (100.0%)

【子宮がん】

完全無料 103 (6.6%) 83 (7.6%)
０円～500円 300 (19.2%) 77 (7.0%)
500円～1,000円 779 (49.8%) 311 (28.3%)
1,001円～1,500円 227 (14.5%) 220 (20.0%)
1,501円～2,000円 102 (6.5%) 271 (24.7%)
2,001円～2,500円 36 (2.3%) 89 (8.1%)
2,501円以上 16 (1.0%) 47 (4.3%)
合計 1,563 (100.0%) 1,098 (100.0%)

集団検診 個別検診

市町村数

集団検診 個別検診

※「0円～500円」　原則無料だが、年齢等の条件により500円以下の自己負担が生じる場合
１１．受診時の費用負担額



【肺がん】

完全無料 331 (19.8%) 63 (15.0%)
０円～500円 1,025 (61.5%) 155 (36.9%)
500円～1,000円 208 (12.5%) 123 (29.3%)
1,001円～1,500円 39 (2.3%) 35 (8.3%)
1,501円～2,000円 25 (1.5%) 20 (4.8%)
2,001円～2,500円 16 (1.0%) 5 (1.2%)
2,501円以上 24 (1.4%) 19 (4.5%)
合計 1,668 (100.0%) 420 (100.0%)

【乳がん】

完全無料 99 (5.9%) 48 (5.8%)
０円～500円 245 (14.6%) 95 (11.4%)
500円～1,000円 461 (27.6%) 207 (24.9%)
1,001円～1,500円 392 (23.4%) 169 (20.3%)
1,501円～2,000円 297 (17.8%) 187 (22.5%)
2,001円～2,500円 95 (5.7%) 69 (8.3%)
2,501円以上 84 (5.0%) 57 (6.9%)
合計 1,673 (100.0%) 832 (100.0%)

【大腸がん】

完全無料 141 (8.5%) 70 (11.2%)
０円～500円 1,127 (68.3%) 305 (48.6%)
500円～1,000円 359 (21.8%) 176 (28.1%)
1,001円～1,500円 18 (1.1%) 54 (8.6%)
1,501円～2,000円 4 (0.2%) 9 (1.4%)
2,001円～2,500円 0 (0.0%) 1 (0.2%)
2,501円以上 1 (0.1%) 12 (1.9%)
合計 1,650 (100.0%) 627 (100.0%)

集団検診 個別検診

集団検診 個別検診

集団検診 個別検診


