
議 題（２）                             

すこやかパートナー活動について 

 

≪ 制度≫  

・市民が積極的に健康づくりに取り組むためには、個人の力だけではなく地域団体や企業 

と協働するなど社会全体で健康づくりを進めることが重要であることから、本市は平成

20年度に「すこやかパートナー制度」を創設しました。 

・この制度は、「すこやか大阪２１」の趣旨に賛同する団体や企業等を「すこやかパートナ

ー」として登録（以下、「パートナー」。）し、パートナーは市民の健康づくりを支援する

活動を行うとともに、パートナー相互の連携・協力を積極的に行うこととしています。 

・個々に点在する団体が、パートナーとして顔の見える関係としてつながり、相互の特性を

生かした連携を図りながら地域に根差していくことで、健康づくりに取組みやすい環境整

備を進めていくこととします。 

 

≪ 現状≫ 

・パートナーは平成２７年３月１７日時点で２１４団体の登録があり、協働事業数は毎年増

加しております。 

・区役所等はすこやかパートナーと協働することによって健康づくりメニューが豊富になり、

イベントの質や魅力が向上し、ある程度固定化されていた参加者数や参加層が拡大されて

きております。 

 

≪ 課題≫ 

・行政とパートナーとの協働が進む一方、パートナー同士の協働は少ない状況にあります。 

・市民が健康づくりに取組みやすい環境を整備していくためには行政との協働だけでなく、

パートナー同士の協働等を推進していくことが今後の課題と考えます。 

 

≪今後の取組み ≫ 

・パートナーは相互にどういった団体なのかを知り得る情報が少ないことから、各団体の詳

細な情報（団体として出来ること、協働する際の条件など）を共有していきます。 

・協働事業に興味や関心をもってもらうため、情報誌「すこやかＰＡＲＴＮＥＲつうしん」

による啓発を充実していきます。 
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すこやかパートナーに関する取組状況 

 

㉓ 地域の健康づくり団体との協働の活性化及びすこやかパートナーの充実 

健康づくりは、家庭、学校、地域、職場等の社会環境の影響を受けることから、地域、職

域、学校保健、及びすこやかパートナー等との連携により、市民の主体的な健康づくりを総

合的に支援する環境を整備し、社会全体で推進していく必要があります。 

本市としては、地域に点在する健康づくり団体等をつなげていくとともに、すこやかパー

トナーの活動を有機的に結びつけ、協働した取組みを進めることにより社会全体で健康づく

りに向けた機運を盛り上げていくこととしています。 

 

【取組状況】大阪市健康局調べ    

 □ すこやかパートナー登録団体及び協働事業数 

 平成 25年度 平成 26年度 

登録団体数 189 214（※2） 

協働事業数 236 (14)※1    （※3） 

 

（参考）制度発足時以降の登録団体及び協働事業数 

 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 

登録団体数 46 79 119 144 183 

協働事業数 ― 76 115 151 207 

 

□ すこやかパートナー意見交換会 

参加者：パートナー及び区役所 

内 容：協働事業の提案やパートナー同士等の顔合わせの場 

開 催：年３回 ①平成 26年 6月(38団体 5区役所)、②10月(28団体 16区役所)、 

③平成 27年 3月 30日予定 

   意見等：・相互にどういった団体なのかを知り得る情報が少ないため、パートナー 

同士の協働につながりにくい。 

・従来のウォーキングイベントにおいては、参加層に偏り（大半が高齢層） 

があったが、子供向けのメニューを取り入れる（パートナーと協働する） 

ことで、お孫さんやその親が参加されるといった効果が見られた。 

 

□ 情報誌「すこやかＰＡＲＴＮＥＲつうしん」の発行 

配布先：各区役所、パートナー団体等に配布 

発 行：年３回（平成 26年 8月・11月・平成 27年 3月） 

 

□ すこやかパートナー作成パンフレット等の区設置 

内 容：パートナー活動に関するパンフレットやチラシ等を区役所に設置 

頻 度：２か月に１回 

資料４ 

※1うちパートナー同士の協働事業数  
※2登録団体は H27.3.17現在 

※3協働事業数は H27.5に把握予定 



資料５aa

記入例

　　あり　　・　　なし　　（ありの場合は下記を記入） 5回

項目 実施年度 平成２７年５月３０日（土）１３時３０分～

２４年度～

２６年度 市民

２５年度 ３０名

２３年度 求める講師等（職種）を記入：

２４年度 求める検査・測定を記入：

求める会場・物品等を記入：啓発パンフレットなど

講演等 派遣できる講師等（職種）を記入：健康運動指導士 午前 午後 夜間 　その他：15時まで

検査等 実施できる検査・測定を記入：肺年齢測定 広さ　　６０㎡ 屋内 屋外 　その他：

提供等 提供・貸与できる会場・物品等を記入：会議室（６０㎡程度）の貸出し 無料 有料 　その他：

その他 １カ月前 2か月前 3か月前 　その他：

ポスター
掲示

チラシ
配架 その他： ポスター1枚、チラシ50枚程度 ０６－■■■■－■■■■

月～金 土曜 日祝

午前 午後 夜間

大阪市域 地域限定

無料 有料

必要とする広さ
特になし　㎡ 屋内可 屋外可

１カ月前 2か月前 3か月前

０６－■■■■－■■■■

マイク、音楽再生媒体を用意してください

連絡先（電話・メール）

※その他に条件があれば
　 ご記入ください

場所 　その他：

申請期限

連絡先（電話・メール）

※その他に条件があれば
　 ご記入ください

※下記、各欄について、入力ください ※下記、各欄について入力ください

条件

時間帯

場所

費用

募集期限

協力できること

条件

日にち 　その他：

費用

自己ＰＲ

今後やりたいこと

記入例

参加予定数

募集事項

講師等

検査等

提供等

団体名称

実施
イベント

日時

場所

参加対象者

その他

講演、簡単なエクササイズ、肺年齢測定

ＮＰＯ法人　●●●　事務所会議室（■区■町…）

内容

生活習慣病予防のためのセミナーを地域等で開催し、市民の健康増進に役立ち
たい。アルコールやたばこ、がん等に関する団体様等と協働したい。

実
施
で
き
る
こ
と

　その他：

時間帯 　その他：

地域 　その他：

自治体主催の健康まつりでのブース出展

パートナー
◎◎㈱

協働実績 実績

Ｂ区役所 健康展のブース出展

パートナー団体に関する情報内容（案）

あ
り
の
場
合

相手先名称 協働内容

行政
Ａ区役所 区役所主催の健康講座の講師として

社員向け健康セミナーの講師として

ＮＰＯ法人　▲▲ ▲▲主催のイベントに講師として

その他
Ａ市

【情報共有の手順】
　１．本市からパートナー団体へ情報入力を依頼
　２．パートナーから返信のあった情報を集約
　３．集約した情報をパートナー団体へ提供
　４．定期的に情報内容を更新

パートナー団体紹介シート（団体に関する情報内容） パートナー団体紹介シート（イベントに関する情報内容）

　その他：講師料は1回1万円程度（交通費含）。
　　　　ただし、拘束時間等、条件による。

自己紹介

団体名称 ＮＰＯ法人　●●● ＮＰＯ法人　●●●

分野 身体活動 名称 健康セミナー

取組内容
（団体の理念や
目的、現在の活
動）

当団体は全身運動を通して、住民の健康に寄与し、地域活性化に貢献したいと
思っています。地域住民向けの健康セミナー等を区役所とともに事業を行っていま
す。

啓発ブースの募集



議 題（３） 

 

大阪市がん検診における受診率向上に向けた取組みについて 

 

 

 ≪ 現状と課題 ≫ 

・がん、心疾患、脳血管疾患による死亡が全体の半数以上を占め、とりわけ「がん」の死亡 

率は全国に比べて高いことから、がんによる死亡を減らすため、検診により早期発見・早 

期治療につなげるためのがん検診の受診率向上の取組みの重要性が増しています。 

・また、大阪市がん検診の受診率が減少傾向にあることから、がん検診受診率の向上にむけ 

て、がん検診に関する啓発の充実、検診を受診しやすい環境の整備を図る必要があります。 

・さらに年代別では、大阪市のがんの死亡率は40歳代で全国の死亡率を上回り、50歳代以 

降ではその差が顕著であることから、働き世代(壮年期層)への対策が課題となっています。 

 

 

男性                                              女性 

順位 1位 2位 3位 4位 5位   1位 2位 3位 4位 5位  

死因 がん 
心疾患 

※1 
肺炎 

脳血管 

疾患 
自殺 

その他 

※2 
がん 

心疾患 

※1 
肺炎 

脳血管 

疾患 
老衰 

その他 

※2 

全死亡数比 34.1 12.9 11.0 8.3 3.5 30.2  27.5 16.3 11.9 8.8 3.6 31.9 

  

 

 

男性                人口10万対          男性                                      人口10万対 

女性                人口10万対          女性                                      人口10万対 

 

                                                がん 心疾患 
脳血管 

疾患 

 

 ～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳～ 

大阪市 214.9 82.4 51.2 大阪市 2.0 3.2 10.1 41.8 238.7 657.5 1861.6 

全国 182.9 74.4 49.6 全国 2.3 4.8 10.3 40.8 190.4 541.0 1674.9 

 がん 心疾患 
脳血管 

疾患 

 
 ～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳～ 

大阪市 104.0 39.7 23.2 大阪市 2.4 3.7 13.6 49.8 149.3 290.8 885.9 

全国 92.2 39.9 26.9 全国 1.9 3.8 15.8 48.7 135.1 252.7 810.9 

表１ 死因別対全死亡数比（大阪市・平成22年） 

表２ 年齢調整死亡率（大阪市・平成22年） 表３ 年代別がん死亡率（大阪市・平成22年） 

資料：人口動態統計 

資料：人口動態統計 死亡数（年齢不詳は含まず） 

 【大阪市】 H21～23の平均 、【全国】 H22

資料：人口動態統計 死亡数 【大阪市】 H21～23の平均 、【全国】 H22

※1 高血圧性疾患を除く  ※2 死因6位以下は「その他」に含まれる 

資料６ 
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生活習慣病予防対策 重症化予防【がん】に関する取組状況 

 

⑤ がん検診受診啓発の充実 

 

がんの早期発見･早期治療につなげるためのがん検診受診率向上に向けた、がんの知 

 識やがん検診の重要性についての普及啓発を行う。 

 

 

 

【取組状況】大阪市健康局調べ 

□ 大阪市がん検診受診率  ⑤⑥共通   ※平成26年度については暫定値（H27.1.31現在） 

    平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度※ 

胃がん検診 5.2％ 5.1％ 5.2％ 5.4％ 4.4％ 4.5％ 

大腸がん検診 7.6％ 7.4％ 8.8％ 9.2％ 8.5％ 8.9％ 

肺がん検診 3.6％ 3.6％ 3.8％ 4.5％ 5.2％ 6.3％ 

子宮頸がん検診 18.5％ 23.2％ 24.8％ 21.3％ 17.2％ 19.0％ 

乳がん検診 9.7％ 12.2％ 12.4％ 11.8％ 10.7％ 17.5％ 

 

 

（がん検診受診啓発） 

□ 健康局におけるすこやかパートナー等と連携したイベントでの受診啓発 

平成25年度 

・知ろう！受けよう！がん検診 プロジェクト（民間企業と協働したがん検診啓発） 

・セレッソ大阪ピンクリボンＤＡＹ（セレッソ大阪公式戦での乳がん検診啓発） 

・オリックスがん検診啓発ＤＡＹ（大阪オリックス・バファローズ公式戦での子宮頸がん検診等啓発 ） 

・大阪ピンクリボンキャンペーン2013（大阪城天守閣・通天閣ライトアップと併せたがん検診啓発 ） 

  平成26年度 

・食育展との連携イベント（鶴見区・西区イオンモール） 

   ・知ろう！受けよう！がん検診 プロジェクト（民間企業と協働したがん検診啓発） 

・地域巡回型乳がん検診車お披露目イベント（車内見学会・乳がん検診等） 

・セレッソ大阪ホームゲームにおける乳がん検診啓発 

 

□ 「大阪市ＰＴＡだより」への啓発記事の掲載（平成26年度） 

 

資料７ 
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□ 全国健康保険協会（協会けんぽ）が実施する特定健診会場でがん検診を周知 

  平成25年度   

・実施回数10回（クレオ大阪5館・各2回）、啓発ビラ計3,000人に配付 

平成26年度  

・実施回数15回（クレオ大阪5館・各3回）、啓発ビラ計3,200人に配付 

 

（個別勧奨・コールリコール等） 

□市民（がん検診受診開始年齢等の方）への個別勧奨 

平成25年度   40歳男女へのはがきによる個別勧奨          34,312件 

  平成26年度   40歳男女、20歳の女性、60歳男女に対する個別勧奨  87,706件 

 

□ 無料クーポン券の配布 

   乳がん・子宮頸がん・大腸がんについて、特定年齢を対象に、検診の重要性の認識と

受診の動議づけを醸成・向上させるため、無料クーポン券と啓発冊子を配布 

   ・193,322件 

 

 □ 無料クーポンの再配布（平成26年度） 

平成21～24年度において子宮頸がん・乳がん無料クーポン券の対象者で、クーポン券

を使って受診しなかった方に再度無料クーポン券を配布 

・490,800件 

 

 □ 過去受診者への受診勧奨（平成26年度） 

   平成21～24年度において子宮頸がん・乳がん無料クーポン券の対象者で、クーポン券 

を使って受診したもののその後継続受診をしていない方に電話し、検診の重要性を説明 

するとともに受診を促す。 

 

（区の取組み） 

□ 各区における受診啓発 

・（取組例）保健福祉センター事業の参加者への啓発、区役所庁内放送、ギャラリーの 

活用、キャンペーン活動、フェイスブックの利用、区ホームページの活用 等  

※資料５「各区におけるがん検診等受診率向上に向けた取組みについて」をご参照ください。 

 

（その他） 

□ ワーキンググループによるがん検診受診率向上策の検討（⑤⑥共通）（平成26年度） 

   ※参考資料２「大阪市がん検診・特定健康診査受診率向上への手引き」をご参照ください。 
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⑥ 検診を受診しやすい環境の整備 

 

同時に複数の検診を受けることができる体制整備や土曜日のがん検診の開催など、 

がん検診を受診しやすい環境の整備に取り組む。 

 

 

 

【取組状況】大阪市健康局調べ 

（保健福祉センター実施分） 

 □ 胃・大腸・肺がん、乳がん検診を同時実施できる検診日「総合がん検診の日」の拡充 

 平成25年度 

・４区（中央区・西淀川区・東成区・住吉区）実施 

（参考）平成24年度 ２区（西淀川区・住吉区）実施 

  平成26年度 

   ・４区延５回（西淀川区・住吉区・東成区の各１回、東淀川区２回）実施 

 

 □ 集団検診（胃・大腸・肺）の土曜日開催の実施（平成26 年度） 

・２４区各１回 

 

 □ がん検診予約枠の見直しによる受診可能者数の拡大（平成26年度） 

 

 □ 地域巡回型検診の実施に向けて乳がん検診車を購入、地域巡回型検診実施体制の整備 

（平成26年度） 

 

（医療機関実施分） 

 □ 検診専門機関で「大阪市乳がん検診デー」を設定し積極的広報を実施 

  平成25年度   ５施設、受診者575人 

  平成26年度   ７施設、定員1,142人 

 

□ 乳がん検診取扱医療機関の拡充 

 平成25年度   55施設 

 平成26年度   57施設 
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□ 肺がん検診取扱医療機関の拡充 

 平成25年度 

   ・平成26年３月 １ 日現在、261施設  

（参考）平成25年２月28日現在、66施設 

  平成26年度 

 ・平成27年１月23日現在、275施設 

 

 

（健康局の取組み） 

 □ 予約不要の肺がん検診の試行実施（平成26年度） 
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⑦ 精度管理の推進（精密検査受診率の向上） 

 

がん検診の精度向上のため、がん検診が適切に実施されているかどうかを継続して 

評価、見直しを行える管理体制を整備する。 

 

 

 

【取組状況】 大阪市健康局調べ 

 

□ 大阪市がん検診精検受診率（H27.2.10現在） ⑦⑧共通 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

胃がん検診 74.4％ 78.9％ 75.3％ 68.4％ 

平成27年度

に判明 

大腸がん検診 58.4％ 60.2％ 63.3％ 63.6％ 

肺がん検診 59.8％ 68.7％ 67.6％ 74.7％ 

子宮頸がん検診 86.5％ 86.2％ 83.8％ 83.5％ 

乳がん検診(マンモグラフィ検査) 87.0％ 90.2％ 89.4％ 89.3％ 

乳がん検診(超音波検査) 91.7％ 91.3％ 96.1％ 89.9％ 

 

 

□ 精検受診率の低い医療機関への指導 

  平成25年度 

   ・勧告書送付医療機関数  122医療機関 

     （参考）平成23年度：12医療機関に訪問指導を実施 

平成24年度：45医療機関に精検状況把握アンケート 

2医療機関に訪問指導を実施 

  平成26年度 

   ・精密検査受診結果照会の返送が不調な医療機関（6施設）に対する個別検証・指導 
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⑧ 精度管理の充実（ 検診の質の向上 ） 

 

がん検診の質の維持・向上のための症例検討会を実施するなど医療機関との連携を推進 

し、がん検診の精度管理の充実を図る。 

 

 

【取組状況】 大阪市健康局調べ 

□ 症例検討会を開催 

  平成25年度 

   ・乳がん症例検討会 77名参加 

     （参考）平成24年度 乳がん症例検討会 75名参加 

肺がん検診講習会 127名参加 

  平成26年度 

   ・国立がん研究センター、がん予防・検診研究センターのガイドライン変更による乳がん 

    検診の実施方法の変更（視触診の廃止）に伴い重要となる自己触診に関する啓発パネルと 

説明文書を取扱医療機関に配布 

 

□ がん等専門会議、生活習慣病検診会議の開催 

   がん等各種健康診査事業の有効性を確保するための実施方法や判定基準の設定方法等につ

いて外部の有識者から意見を聴取する 

   ・大阪市乳がん検診専門会議（平成26年8月27日） 

   ・大阪市肝炎検診会議（平成26年12月19日） 

   ・大阪市骨粗鬆症検診会議（平成26年12月26日） 

   ・大阪市生活習慣病検診会議（平成27年3月20日） 
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各区におけるがん検診等受診率向上に向けた取組みについて 

 

 

≪ 背景 ≫ 

・本市では、従来から市民を対象にがん検診・基本健康診査（平成 20年度から特定健康

診査等）を始めさまざまな保健事業を実施してきました。その結果、平均寿命等市民

の健康指標は向上してきましたが、全国平均には及ばない現状があります。 

・また、本市のがん検診や特定健康診査の受診率は全国平均より低く、それぞれが目標

とするがん検診受診率 50％、特定健康診査受診率 60％を達成しておりません。 

 

 

≪ がん検診・特定健康診査受診率向上ワーキング ≫ 

・検（健）診受診率の向上に向けて、区長会の指示のもと、区担当職員 12名で構成する

ワーキンググループにより効果的な啓発や受診しやすい環境の整備等についての手法

を検討してきました。 

・ワーキングにおいて検討してきた検（健）診受診率の向上に有効な取組みについての

具体的実施方法をまとめた「大阪市がん検診・特定健康診査受診率向上への手引き」

を平成 26年 9月に作成し、具体の取り組みを進めています。 

 

● がん検診・特定健康診査受診率向上ワーキングの開催経過 

 実施日 内        容 

第 1回 H26.4.24 
・WGの設置趣旨及び今後の進め方 

・本市がん検診・国民健康保険特定健診の受診状況と受診率向上に向けた取組み等 

第 2回 H26.5.15 

<保健福祉課分科会> 

・がん検診受診率向上に向けた各区取組み状況の把握、課題の抽出等 

・重点受診勧奨対象層（コアターゲット）の設定 

第 3回 H26.6.9 
<保険年金担当分科会> 

・特定健診受診率向上に向けた各区取組み計画をもとに工夫策の検討 

第 4回 H26.6.12 

<保健福祉課分科会> 

・各区がん集団検診の受付方法等の把握 

・集団検診充足率の高い区等の先進的な取組みの把握、各区で実施可能な内容の検討 

第 5回 H26.7.11 
・区・他都市の先進的な取組みのうち各区で実施可能な内容の検討 

・各区目標値の設定に向けた検討 

第 6回 H26.8.18 ・検（健）診受診率向上に有効な取組みについての具体的実施方法の検討・取りまとめ 

資料８ 
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≪ 受診率向上に向けた３つの対策 ≫ 

 □ 重点受診勧奨対象（コアターゲット）の設定 

 □ 効果的な啓発・受診勧奨 

 □ 受診しやすい環境整備 

参考資料：「大阪市がん検診・特定健康診査受診率向上への手引き」より 

 

 

≪ 各区におけるがん検診等受診率向上に向けた取組み（実施予定を含む） ≫ 

□ 重点受診勧奨対象（コアターゲット）の設定 

 （１）ターゲットの特性に応じた内容 

   ・女性向けのがん検診リーフレットの作成 

   ・区内の業種別組合等に調査を行い、結果をふまえ健診日程や周知方法を検討 

 

 

□ 効果的な啓発・受診勧奨 

（１）団体・企業等との連携 

① ＰＴＡ 

・ＰＴＡを対象に、専門家を講師に招き、講演会を開催。血管年齢測定を併設 

    ・区ＰＴＡの会議・区小学校長会に出向いてチラシ配布への理解協力 

   ② 町会 

    ・町会長会議、民生委員協議会、連町会、地域活動協議会、ライオンズクラブで

パンフレットの配布等受診勧奨 

    ・各町会でチラシの回覧 

   ③ 医師会・医療機関 

    ・大阪市がん検診取扱医療機関において、受診勧奨ポスターの掲出 

    ・医師会、区内大阪府がん診療拠点病院との協働によりセミナーを開催 

   ④ 企業・商店街 

・浴場組合・理美容組合等の各店舗でのポスターの掲出やチラシの配布を依頼 

・地元商店街のイベントに参加し、案内チラシを配布 

・区内協定締結企業においてチラシの配布やポスターの掲出、受診啓発イベント 

の実施、従業員等への受診勧奨 

   ⑤ 子育て団体（子育てサロンなど） 

・子育てサロンに参加している母親を対象に乳がん予防の啓発を実施 

   ⑥ 健康づくり推進協議会、食生活改善推進員協議会、すこやかパートナーなど 

・健康展等において、すこやかパートナーなどと連携した検診啓発・受付を実施 
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（２）広報 

・ホームページでがん検診の空き情報を掲載し、随時更新 

・ホームページに胃・大・肺がん検診についての予防や検診の大切さを掲載。印 

刷すればリーフレットとなるものを添付 

   ・乳幼児健診案内に乳がん検診のお知らせを封入 

   ・区役所から発送する郵便物に検（健）診を啓発するシールを貼付 

   ・ツイッターやフェイスブックによりがん検診予約状況についての記事を紹介 

（３）区役所窓口等 

  ・がん検診広報ビデオを作成。区役所１階ロビー（待合）で常時放映 

  ・庁内放送による受診啓発 

  ・庁内スペースを利用したポスターの掲出、チラシの配架 

  ・区内転入者、国民保険新規加入者へのチラシ配布 

（４）イベント等 

  ・スーパーマーケット・区役所検診スペースで血管年齢測定検査を実施し、がん検

診・特定健診のチラシの配布とがん検診の予約受付 

・成人式の当日、新成人に子宮がん検診のリーフレットを配布 

（５）個別勧奨 

  ・昨年度がん検診受診者への受診勧奨 

  ・中学校就学通知に案内チラシを封入 

  ・がん検診予約受付時、保健福祉センターが定員に達していた場合、近くの医療機

関を案内。また他の部位のがん検診や特定健診についても案内 

（６）その他 

  ・意識の低い層への啓発を目的としたポスターやチラシの作成。区役所・地下鉄構

内掲示板のポスターの掲出 

 

 

□ 受診しやすい環境整備 

（１）受診機会の拡充 

   ・土曜、休日開催の増加 

   ・平日夜間検診の時間延長 

   ・地域巡回型乳がん検診において、大型スーパーや働く女性が帰宅途中で気軽に 

受診できるよう夜間に駅に近い会場を設定 

（２）利便性の向上 

・総合がん検診（胃・大腸・肺・乳がん）、骨量検査、特定健診を同時に実施 

・レディースデー（胃・大腸・肺がん検診）と地域巡回型乳がん検診（マンモグラ 

フィ）を同時に実施 

   ・地域（小中学校・地域の集会所・大型スーパー等）に出向いて乳がん検診を実施 


