
令和２年度 福島ユニットセンター組織図

福島県立医科大学

（令和３年３月31日現在）

センター長
（特任教授　橋本　浩一）

大学事務局
（企画財務課、総務課）

学術ワーキンググループ

地域運営協議会

【担当地域】
県中地域、県南地域

いわき地域、会津地域

【担当地域】
県北地域、相双地域

※事務局職員数　　45名 （事務20名 RC25名）

　{　・福島本部事務所　21名 （事務10名 RC11名）
　　・郡山事務所　　　24名 （事務10名 RC14名）

事務局長 　　　朽木　栄作　（兼福島本部事務所長）
事務局次長　　 今泉　　繁　（兼会計責任者）
事務局次長　　 市川　博光　（兼郡山事務所事務長）
RC統括責任者　遊佐由美子　（兼福島本部事務所RC責任者）

郡山事務所長
（篠木　恒成）

福島本部事務所長
（橋本　浩一）

事務長
（市川　博光）

RC責任者
（長澤　文子）

事務長
（朽木　栄作）

RC責任者
（遊佐由美子）

福島本部事務所郡山事務所

副センター長
小児科学講座　　　　　　 教授　細矢　光亮
公衆衛生学講座　　　　　 教授　安村　誠司
産科婦人科学講座　　　　 教授　藤森　敬也
ふくしま子ども・女性医療
支援センター 　　　　　　教授　西郡　秀和
郡山事務所長 　　　　特命教授　篠木　恒成

リスク管理責任者（医科大学助手　佐藤　晶子）
情報管理責任者　（産科婦人科学講座助手　村田　強志）
情報管理責任者補佐（医科大学助手　尾形　優香）
医学的相談責任者（センター長 兼務）

５　資料編
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エコチル調査福島ユニットセンターの沿革

H22.1.12～15 環境省、ユニットセンターを全国に公募
H22.3 環境省、「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）基本計画」を公表

コアセンター（独立行政法人国立環境研究所）、エコチル調査を開始
H22.4.12 環境省、本県を含む全国15ユニットを選定
H22.11 福島県立医科大学において福島ユニットセンターが本格稼働

（センター長：安村誠司、執務室：公衆衛生学講座研究室）
H23.1 RC職員を配置、エコチル調査の参加者登録（リクルート）開始

調査対象地区は、福島市、南相馬市、双葉郡の計10市町村
H23.3.11～ 東日本大震災と東京電力福島第１原子力発電所事故の発生
H23.4.19 調査地区拡大（伊達市、伊達郡３町）に関するコアセンターヒアリング
H23.5.9 コアセンター運営委員会、調査地区拡大について承認
H23.5 福島本部事務所を10号館５階（旧カルテ庫）に整備
H23.6.7 伊達市及び伊達郡３町（桑折町、国見町、川俣町）のリクルート開始
H24.4 調査対象地域拡大等のため職員を増員（事務８人、RC６人）
H24.5.1 福島市内に新町オフィスを開設
H24.6 本県の調査対象地域を県内全域に拡大することを決定（環境省の予算的、人的サポートの

ほか国の主体的活動、各種支援業務の実施が前提）
H24.7 橋本浩一センター長の体制に移行
H24.8 副センター長兼郡山事務所長（環境省より出向）、次長兼郡山事務所事務長（郡山市OB）を配置
H24.9 郡山事務所を開所し、その支所を白河市、会津若松市、いわき市に設置
H24.9.4 10月からのエコチル調査全県化について記者発表
H24.10 調査対象地域を県内全59市町村に拡大、リクルート開始

職員を増員（平成25年度の人員体制：職員約60人、派遣職員約10人）
H25.6 事務局長兼福島本部事務所事務長（福島県OB）を配置
H25.10 次長兼会計責任者（郡山市OB、その後福島市OB）、郡山事務所RC責任者を配置
H26.3 参加者登録（リクルート）の終了
H26.10 詳細調査のリクルート開始
H26.11 詳細調査のうち訪問調査（生活環境調査）を開始
H26.12 11月末で郡山事務所の３支所を廃止、協力医療機関における常駐業務も終了

これに伴い郡山事務所の職員数を縮減（平成26年度末は本部事務所と合せ職員39人）
H27.4 詳細調査のうち医学的検査・精神神経発達検査を開始

大学事務局（企画財務課）から職員を配置
H27.10 プロジェクト教員を配置
H29.1.30 １月29日で新町オフィスを閉鎖し、現在の場所に業務を集約
H31.4 全体調査のうち学童期検査（小学校２年生対象）を開始
R2.2 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、対面調査を中止

（再開：学童期検査８月、詳細調査９月、その後も感染状況を踏まえ弾力的に対応）
R2.10 調査体制整備のため学童期検査業務委託を実施
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エコチル調査協力医療機関・施設一覧
１）産科協力機関（リクルート・妊娠・出産・出産後１か月調査）  

エリア 協力医療機関名 所在地 担当
1

県北

日本赤十字社　福島赤十字病院 福島市

福島本部
事務所

2 医療法人　明治病院 福島市
3 医療法人　いちかわクリニック 福島市
4 医療法人　ささや産婦人科 福島市
5 医療法人ABCクリニック　新妻産婦人科 福島市
6 本田クリニック産科婦人科 福島市
7 社会福祉法人　済生会福島総合病院 福島市
8 一般財団法人大原記念財団　大原綜合病院 福島市
9 公立大学法人　福島県立医科大学附属病院 福島市
10 大川レディースクリニック 福島市
11 菅野産婦人科医院 福島市
12 セイントクリニック 伊達市
13 二本松ウイメンズクリニック 二本松市
14 社会保険福島　二本松病院（旧名称） 二本松市 平成25年３月31日終了
15 渡辺医院 二本松市
16 医療法人慈久会　谷病院 本宮市
17

県中

たなかレディースクリニック 郡山市

郡山
事務所

18 医療法人　岡崎産婦人科 郡山市
19 公益財団法人湯浅報恩会　寿泉堂綜合病院 郡山市
20 塚原産婦人科内科外科医院 郡山市
21 医療法人慈繁会　トータルヘルスクリニック 郡山市
22 一般財団法人太田綜合病院附属　太田西ノ内病院 郡山市
23 公益財団法人　星総合病院 郡山市
24 一般財団法人脳神経疾患研究所附属　総合南東北病院 郡山市
25 古川産婦人科 郡山市
26 独立行政法人国立病院機構　福島病院 須賀川市
27 小森山産婦人科医院 須賀川市
28

県南
片倉医院産科婦人科 白河市

29 JA福島厚生連　白河厚生総合病院 白河市
30 福島県厚生農業協同組合連合会　塙厚生病院 東白川郡
31 岩佐医院 茨城県久慈郡 福島県民のみリクルート
32

会津
舟田クリニック産科婦人科 会津若松市

33 一般財団法人竹田健康財団　竹田綜合病院 会津若松市
34 一般財団法人温知会　会津中央病院 会津若松市
35 JA福島厚生連　坂下厚生総合病院 河沼郡
36

相双

医療法人　あらき産婦人科クリニック 相馬市

福島本部
事務所

37 南相馬市立総合病院 南相馬市

エコチル調査
リクルート中断

38 レディースクリニックはらまち 南相馬市
39 西潤マタニティクリニック 南相馬市
40 原町中央産婦人科（旧名称） 南相馬市
41 医療法人社団青空会　大町病院 南相馬市
42 双葉厚生病院 福島市飯坂
43 今村クリニック 双葉郡浪江町
44 公立相馬総合病院 相馬市
45

いわき

医療法人栄真会　村岡産婦人科医院 いわき市

郡山
事務所

46 渡辺産科婦人科 いわき市
47 医療法人　かたよせウイメンズクリニック

（旧:かたよせクリニック産科・婦人科） いわき市
48 NOBUマタニティクリニック いわき市
49 いわき市医療センター いわき市
50 森田泌尿器科医院（旧：森田泌尿器科産婦人科医院）いわき市
51 つくだ町産婦人科医院 いわき市
52 月川レディースクリニック いわき市
53 佐藤マタニティー・クリニック いわき市

令和３年３月31日現在
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２）詳細調査協力医療機関および協力施設　 は2020年度協力医療機関
エリア 協力医療機関・協力施設名 所在地 担当

１

県北

公立藤田総合病院 国見町

福島本部事務所

２ 一般財団法人大原記念財団　大原綜合病院 福島市
３ 公立大学法人　福島県立医科大学附属病院 福島市
４ 医療法人　おひさま子供クリニック 福島市
５ 医療法人　いそめこどもクリニック 福島市
６ 医療法人　いちかわクリニック 福島市
７ 医療法人　竹内こどもクリニック 福島市
８ 医療法人　武田小児科 伊達市
９ 土川内科小児科 二本松市
10 相双 公立相馬総合病院 相馬市
11 医療法人彗星会　菜のはなこどもクリニック 相馬市
12

県中

公益財団法人　星総合病院 郡山市

郡山事務所

13 一般財団法人太田綜合病院附属　太田西ノ内病院 郡山市
14 医療法人　いいもり子ども医院 郡山市
15 医療法人健生会　おおがクリニック 郡山市
16 医療法人　おおのこどもクリニック 郡山市
17 医療法人　かわなこどもクリニック 郡山市
18 医療法人仁寿会　菊池医院 郡山市
19 医療法人　久米こどもクリニック 郡山市
20 医療法人喜信会　じんキッズクリニック 郡山市
21 医療法人永徳会　さかい小児科クリニック 郡山市
22 医療法人宣誠会　すみこしこどもクリニック 郡山市
23 独立行政法人国立病院機構　福島病院 須賀川市
24

県南
福島県厚生農業協同組会連合会　白河厚生総合病院 白河市

25 医療法人健恵会　ねもとキッズクリニック 白河市
26 医療法人　わたなべ子どもクリニック 白河市
27

会津
一般財団法人竹田健康財団　竹田綜合病院 会津若松市

28 福島県厚生農業協同組合連合会　坂下厚生総合病院 河沼郡
29 医療法人いとう子どもクリニック 会津若松市
30 南会津 福島県立南会津病院 南会津郡
31

いわき
いわき市医療センター いわき市

32 子どもの家 いわき市
33 医療法人　森のこどもクリニック いわき市
34 第二子どもの家M・A・Y いわき市
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３）2020年度　疾患情報登録協力医療機関　 は2020年度協力医療機関
エリア 協力医療機関名 所在地 担当

1

県北

一般財団法人大原記念財団　大原綜合病院 福島市

福島本部事務所

2 公立大学法人　福島県立医科大学附属病院 福島市
3 医療生協わたり病院 福島市
4 日本赤十字社　福島赤十字病院 福島市
5 医療法人湖山荘　あずま通りクリニック 福島市
6 医療法人慶愛会　文化通りやぎうちクリニック 福島市
7 福島県中央児童相談所 福島市
8 医療法人　いそめこどもクリニック 福島市
9 すえなが内科小児科医院 福島市
10 公立藤田総合病院 国見町
11 こばやし子ども・内科クリニック 伊達市
12 医療法人湖山荘　福島松ヶ丘病院 伊達市
13 医療法人クラプトン　佐久間内科小児科医院 二本松市
14 森小児科医院 二本松市
15 医療法人落合会　東北病院 本宮市
16

相双
すぎやまこどもクリニック 相馬市

17 公立相馬総合病院 相馬市
18 公益財団法人金森和心会　雲雀ヶ丘病院 南相馬市
19 ほりメンタルクリニック 南相馬市
20

県中

公益財団法人　星総合病院 郡山市

郡山事務所

21 福島県総合療育センター 郡山市
22 公益財団法人金森和心会　針生ヶ丘病院 郡山市
23 一般財団法人太田綜合病院附属　太田西ノ内病院 郡山市
24 医療法人社団稔聖会　こおりやまほっとクリニック 郡山市
25 医療法人慈圭会　すがのクリニック 郡山市
26 社会医療法人　あさかホスピタル 郡山市
27 公益財団法人湯浅報恩会　寿泉堂綜合病院 郡山市
28 一般財団法人太田綜合病院附属　太田熱海病院 郡山市
29 一般財団法人脳神経疾患研究所附属　総合南東北病院 郡山市
30 南東北医療クリニック 郡山市
31 わんぱくさいとうこども医院 郡山市
32 医療法人明信会　今泉西病院 郡山市
33 公立岩瀬病院 須賀川市
34 独立行政法人国立病院機構　福島病院 須賀川市
35 県南 JA福島厚生連　白河厚生総合病院 白河市
36 福島県立矢吹病院 矢吹町
37

会津

公立大学法人福島県立医科大学　会津医療センター 会津若松市
38 一般財団法人竹田健康財団　竹田綜合病院 会津若松市
39 医療法人明精会　会津西病院 会津若松市
40 一般財団法人温知会　会津中央病院 会津若松市
41 医療法人昨雲会　飯塚病院 喜多方市
42

いわき
公益財団法人磐城済世会　舞子浜病院 いわき市

43 いわき市医療センター いわき市
44 おおはらこどもクリニック いわき市
45

県外

公立昭和病院 東京都

福島本部事務所

46 国立生育医療研究センター 東京都
47 順天堂大学医学部附属　練馬病院 東京都
48 東京北医療センター 東京都
49 山形大学医学部附属病院 山形県
50 茨城県立こども病院 茨城県
51 自治医科大学附属病院 栃木県
52 新潟県立中央病院 新潟市
53 仙台医療センター 宮城県
54 仙台赤十字病院 宮城県
55 東北大学病院 宮城県
56 宮城県立こども病院 宮城県
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エコチル調査に係る業務全般に関するPDCAサイクルにおける取組状況
（令和２年４月〜令和２年10月末時点）

調査実施機関名：福島ユニットセンター

福島ユニットセンター指標：「参加者とのコミュニケーションに、より積極的に取組、現参
加者の減少率を年１％以内にとどめる」
指標達成のため、コロナ禍において実施可能な次の項目に取り組む。

１　参加者等へのモチベーション維持及びコミュニケーション活動に対する取組
（１）環境セミナーの開催（年１回）
　● 毎年対面で行っていたが、コロナ禍の状況に鑑み、Webで開催する。環境問題をエコ

チル調査参加者が“親子で一緒に学び合う”機会とする。

（２）親子で楽しめる動画作成の取組
　● コロナ禍でも親子で楽しめる動画を作成し、参加者へ配信する。

（３）子どものエコチル調査への理解を促す取組
　●詳細調査：医学的検査時に検査の目的や調査で分かることを紙芝居を用いて説明する。
　●学童期検査：小学校低学年向け動画をホームページに掲載し、調査への理解を促す。

（４）ニューズレターの配布（年４回）
　●参加者の意向を踏まえ、育児に関する小児科医師によるコラムを掲載する。

（５）謝礼（nanacoポイント）の確実な受け取りのための取組
　 　謝礼のnanacoポイントを電子マネーに交換していないことによる、ポイントの失効を

防ぎ、参加者が確実に謝礼を受領できるよう、以下の取組を行う。
　● nanacoポイントの付与時期が、調査協力後１～２か月程度かかることから、カードに

付与された時期が分かるよう「お知らせメール」への登録を促す。
　● nanacoポイントが失効する可能性のある対象者リストをnanacoカード会社より受け取

り、当該対象者へハガキを郵送し、電子マネーへの交換を促す。

（６）参加者への学術成果還元の取組
　●学術成果を分かりやすく記載した簡易資料を作成し、参加者への成果還元を目指す。

２　質問票回収率等を維持・向上させるための取組
（１）返送依頼時期及び返送依頼方法の変更
　● 昨年度の年次評価資料や他ユニットセンターの取組を参考に回収率を分析し、返送依頼

時期及び返送依頼方法の見直しを行い、質問票回収率向上を目指す。

（２）質問票封筒及び同封物の工夫
　●質問票封筒へのメッセージラベル貼付及び同封物の工夫により、質問票の開封を促す。

（Ｐ）計画
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（３）乳歯調査の協力意思確認ハガキ回収率向上の取組
　●ニューズレターやホームページに記事を掲載し、乳歯調査への理解を促す。
　● コアセンターからの協力意思確認ハガキ再送後、未返送者へ返送依頼ハガキを郵送し、

回答率向上を目指す。

３　アウトリーチ、その他
（１）ホームページのリニューアル
　● アクセス解析の結果、新規ニュース以外の情報へのアクセス数が少ないことが分かり、

スマートフォン対応となっていない現状もある。ホームページの全体的なリニューアル
を行い、必要な情報を容易に得られる構成デザインとする。

（２）学術成果促進の取組
　●学内研究者の学術活動促進のため情報発信等の取組を行う。

（３）新型コロナウイルス感染症対策マニュアルの策定及び状況モニタリング
　● 安全な対面調査の実施に向けて、ユニットセンター職員が共通認識のもと調査を実施で

きるよう、マニュアルを策定する。
　● 全国での感染者数、県内の感染者数、県内の感染状況ステージ等の把握を行い、検査実

施可否の判断、感染拡大時の速やかな対応のため情報収集を行う。

（４）詳細調査協力医療機関とのコロナ禍での実施体制構築
　● コロナ禍で中断していた詳細調査の再開に際し、協力医療機関を訪問し、安全な実施体

制づくりを行う。

（５）外部委託を活用した学童期検査の実施体制構築
　● 2021年度以降対象者が大幅に増加する状況において、県内各地域の希望者全員が検査

に参加できるよう、外部委託を活用した安全な実施体制を構築する。検査精度の維持の
ため、委託業者へ各種研修を実施する。

１　参加者等へのモチベーション維持及びコミュニケーション活動に対する取組
（１）環境セミナーの開催（年１回）
　● 環境セミナーテーマ：「そうだったのか！地球温暖化のほんとうのこと？」（2021年２月

開催予定）
◎Web開催とし、講義の後、一緒に学び合うことを主眼にグループワーク形式で参加者が意
見を出し合い、環境問題について話し合うことを想定している。今回は新たに、子どもと一
緒に環境問題について学び合う取組を含め、家族一緒に参加できるセミナーを予定している。
昨年度は、「地球温暖化が進むと何が困るの？」というテーマで行った。参加者アンケートでは、
100％が「よかった」又は「まあまあよかった」と回答した。特に昨年は県内でも洪水の被害に
見まわれ、より内容がタイムリーであったことから、グループワーク形式での取組が盛況と
なった。「一人一人の意見が聞けてよかった」「もっと時間があってもよかった」という感想が
聞かれ、今年度も継続することとした。特に今年度はコロナの影響を考え、Web開催とした。

（Ｄ）実施
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（２）親子で楽しめる動画作成の取組
　● コロナ禍でも親子で楽しめる動画を作成し、参加者へ配信できるよう情報収集を行い、

作成に向けた準備を進めている。

（３）子どものエコチル調査への理解を促す取組
　● 詳細調査：医学的検査時にリサーチコーディネーターが検査の目的や調査で分かること

を紙芝居を用いて一人一人に説明した。
　● 学童期検査：エコチル調査の目的や福島県内の実施状況を含めた動画「福島県でのエコ

チル調査」を作成し、2020年11月にホームページに掲載する予定である。

（４）ニューズレターの配布（年４回）
　● 年間をとおして小児科医師による「発達」に関するコラムを掲載することとした。夏号は

「ひとりひとりの能力を伸ばす」、秋号は「不登校は蝶になる前の蛹」という内容で掲載し
た。今後、２回発行予定である。

（５）謝礼（nanacoポイント）の確実な受け取りのための取組
　● 2020年９月よりニューズレターや学年質問票に資料を同封し、nanacoポイントの付与

時期が分かる「お知らせメール」への登録を促した。
　● 2021年１月にnanacoポイントが失効する可能性のある対象者に、電子マネーへの交換

を促すハガキを郵送予定である。昨年度は、1,096件のハガキを発送した。その結果、
約半数は電子マネーへの交換を促進できたことから、今年度も継続して実施する。

（６）参加者への学術成果還元の取組
　● 参加者への学術成果還元に関する課題の洗い出し、他ユニットセンター等の取組を情報

収集し、学術成果に関する簡易資料作成に向け取り組んでいる。

２　質問票回収率等を維持・向上させるための取組
（１）返送依頼時期及び返送依頼方法の変更
　● １回目・２回目の返送依頼時期を４週目、９週目から３週目・７週目に変更し、ショー

トメールにより実施した。３回目は、10週目にハガキで行っていたが、質問票の再送を
行うこととした。

（２）質問票封筒及び同封物の工夫
　● 質問票封筒に質問票ごとに異なるメッセージラベルを貼付し、学年質問票については、

ノベルティグッズを封入し、開封を促した。

（３）乳歯調査の協力意思確認ハガキ回収率向上の取組
　● ニューズレターやホームページに乳歯調査の説明や協力意思確認ハガキ返送依頼に関す

る記事を掲載した。
　● コアセンターからの協力意思確認ハガキ再送後、2020年９月に未返送者全員へ返送依

頼ハガキを郵送した。
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３　アウトリーチ、その他
（１）ホームページのリニューアル
　●ホームページの課題を洗い出し、方針を決定した。2021年２月の完成を目指している。
　● それに先立ち、「学術論文」及び「学童期検査」については、トップ画面からアクセスでき

るサイトの構築を行っている。「学童期検査」については、動画の掲載や予約の利便性向
上に取り組んでおり、特に、ホームページ上から予約システムにアクセス出来るサイト
の構築を行っている。

（２）学術成果促進の取組
　● 学内研究者の学術活動促進を目的に、毎月の学内メールマガジンでの情報発信、毎月の

学術ワーキンググループ勉強会開催による研究者支援等を行った。

（３）新型コロナウイルス感染症対策マニュアルの策定及び状況モニタリング
　● 附属病院の感染制御部等との連携のもとマニュアルを策定し、ユニットセンター全職員

に周知した。
　● 新聞やホームページを確認し、全国での感染者数、県内の感染者数、県内の感染状況ス

テージ等の把握を行い、検査実施可否等の判断を連日行った。併せてホームページで他
ユニットセンターの実施状況について確認し、状況の把握を行った。

（４）詳細調査協力医療機関とのコロナ禍での実施体制構築
　● 詳細調査の再開に際し、25協力医療機関を訪問し、医療機関の意向聴取やユニットセン

ターでの感染症対策の説明、環境設定について検討し、安全に実施できる体制づくりを
行った。

（５）外部委託を活用した学童期検査の実施体制構築
　● 委託先業務責任者及び実施者にエコチル調査の概要、情報管理・リスク管理等に関する

研修、検査業務オリエンテーション、実地研修（見学、実習）、演習等３～４日に渡って
行い、安全な実施体制構築に向け理解が深まるよう取り組んだ。

１　参加者等へのモチベーション維持及びコミュニケーション活動に対する取組
（１）環境セミナーの開催（年１回）
　● 2021年２月にWeb開催される環境セミナーにおいてアンケートを行い、特に子どもの

参加を含めたグループワーク形式での実施に関する評価を行う。

（２）親子で楽しめる動画作成の取組
　●動画は今後作成予定である。作成後、アクセス解析を含め効果を検証する。

（３）子どものエコチル調査への理解を促す取組
　● 詳細調査：参加者にアンケートを行い、83％は紙芝居の内容を概ね理解できたと思うと

回答した。一方で、「まだ難しかったようだ」という回答もあった。
　●学童期検査：2020年11月にホームページに掲載し、その後動画に関する評価を行う。

（Ｃ）評価
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（４）ニューズレターの配布（年４回）
　● 参加者より、掲載コラムが「参考になる」、「いつも興味深く読んでいます」という声が寄

せられ、参加者ニーズにあった情報発信ができていると考えられる。

（５）謝礼（nanacoポイント）の確実な受け取りのための取組
　● 「お知らせメール」への登録を促す案内発送後、2020年11月にnanacoカード会社より

登録者数データが得られることになっている。データ取得後、案内の効果を評価する。
　● 2021年１月に電子マネーへの交換を促すハガキを郵送予定である。対象者リストが得

られた後、前年度リストと紐付けて、ハガキ郵送の効果を検証する。

（６）参加者への学術成果還元の取組
　●学術成果に関する簡易資料は作成予定である。作成後、取組について評価を行う。

２　質問票回収率等を維持・向上させるための取組
（１）返送依頼時期及び返送依頼方法の変更
　● 返送依頼時期を早め、３回目の返送依頼を質問票の再送とした結果、５歳半、６歳、８

歳の年齢質問票回収率（送付後６ヵ月以上）が全体的に向上した（別紙図１参照）。７歳質
問票回収率は、同程度で維持された。

（２）質問票封筒及び同封物の工夫
　● 封筒や同封物の工夫による質問票回収率の効果については、開始から期間が短いため、

検証できていない。しかし、しばらく提出のなかった参加者からの質問票提出や参加児
から「プレゼントありがとう」と手紙が添えられた質問票が返送されるなど、開封や返送
を促す一定の効果はあったものと考えられる。

（３）乳歯調査の協力意思確認ハガキ回収率向上の取組
　● ニューズレターやホームページに案内を掲載した結果、電話での問い合わせが増加し、

「協力しないと言っていたが協力したい」と意思を変更する参加者もいた。
　● 返送依頼ハガキを郵送した結果、110件ほどの問い合わせがあり、協力意思確認ハガキ

の返送も含め意思表示件数が400件以上増加し、回収率向上に繋がった。

３　アウトリーチ、その他
（１）ホームページのリニューアル
　●2021年２月完成以降、アクセス解析を行い、リニューアルの効果について検討する。
　● 先行して改修を行った、「学術論文」については、ページ閲覧数の微増が見られ、より学

術成果内容へのアクセスを高めたとも考えられる。「学童期検査」については、2020年
11月よりトップ画面より閲覧できるようになるため、今後評価を行う。

（２）学術成果促進の取組
　● 学内メールマガジンで情報発信を行った結果、今年度新たに２部門から研究参加希望が

あった。また、学術ワーキンググループ勉強会開催により、研究発表に各専門の教授等
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による助言を受ける機会が得られ、研究のブラッシュアップに繋がった。そのことによ
り、研究活動も活発化し、上半期で昨年度を上回る論文発表件数に繋がったと思われる。

（３）新型コロナウイルス感染症対策マニュアルの策定及び状況モニタリング
　● マニュアル作成の過程で感染症専門スタッフからの助言を受け、多くの検討の機会が持

たれたことから、状況発生時の対応についてより具体性を持ったマニュアルの作成がで
き、全職員の共通認識も深まった。また、マニュアルに基づく対面調査の実施にあたっ
ては、参加者アンケートの結果、感染症対策について99.8％が安心できたと回答した。

　● 新聞やホームページ等を確認し、情報収集に努めることにより、冷静に状況を判断し、
検査対応ができた。多くの情報収集が必要となるが、職員で役割を分担し行うことで、
より確実な情報の蓄積ができた。

（４）詳細調査協力医療機関とのコロナ禍での実施体制構築
　● 協力医療機関に理解を得て、検査再開ができた。医療機関によっては、患者受け入れ態

勢等の理由により、協力の難しい医療機関もあった。医療機関の要望にできる限り答え
るよう取り組んだが、その一方、医療機関で検査を受けるまでの一定期間は県外移動の
制限等、参加者に理解を得ながら実施している現状がある。

（５）外部委託を活用した学童期検査の実施体制構築
　● 各種研修及び繰り返しの話し合いが持たれ、エコチル調査スタッフと委託業者スタッフ

による学童期検査も開始した。研修後も、委託業者スタッフの理解度を高め、維持する
ため個別に測定機器を経験する追加研修の機会を設けた。学童期検査後の参加者アン
ケートの結果、スタッフの対応や説明について、99.6％が分かりやすかったと回答し、
研修の効果が確認された。業務が多岐にわたる中で、委託業者スタッフ間の理解度やス
キルの差もあり、共通認識のための取組や精度管理が重要な状況であった。

【総合評価：指標に対する評価】
　ユニットセンター全体として、上記の取組を行った結果、年間の現参加者の減少率は0.7％
と目標を達成することができた（別紙表１参照）。

１　参加者等へのモチベーション維持及びコミュニケーション活動に対する取組
　 　各調査業務の拡大及び新型コロナウイルスに伴い、多くのイベント開催は難しくなって

いる。今後実施予定の取組も評価し、参加者ニーズと提供内容とが合致するイベントを検
討し、動画の作成やWeb開催など様々な方法での情報発信やコミュニケーションのあり
方を探っていく。

　
２　質問票回収率等を維持・向上させるための取組
　 　質問票回収率の維持・向上の取組については、今後も定期的に評価し、PDCAによる取

組を継続する。乳歯調査については、対面調査等で協力意思確認の取組を行い、協力率向
上に努める。

（Ａ）改善
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３　アウトリーチ、その他
　 　ホームページリニューアルの効果は、今後評価し検討を行っていく。学術活動について

は、取組を継続し、学術成果促進・社会還元に努める。
　 　調査にあたっては、新型コロナウイルスの状況モニタリングにより判断し、安全な検査

実施に向け取り組んでいく。特に、詳細調査については、協力医療機関との連携を密にし、
参加者には感染症対策への理解を得ながら取り組んでいく。

　 　学童期検査については、外部委託を活用し、実施体制を構築した。調査の実施においては、
引き続き調査への共通理解及びリスク管理・情報管理に関する共通認識が重要である。課
題への対策を明確にし、検査の精度管理を行いながら、より円滑で安全な実施体制構築に
向け、取り組んでいく。
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３回目返送依頼
質問票再送 開始

図１　年齢質問票回収率（送付後６ヵ月以上）

◎ ３回目返送依頼を質問票再送とした後、質問票回収率は５歳半が0.4ポイント、６歳が0.5ポイント、
８歳が1.2ポイント上昇した。７歳は、同程度に維持された。

表１　現参加率の推移（2019／10月末時点・2020／10月末時点）

出生数※１ 転出者数
（延べ人数）

転入者数
（延べ人数）

転出入調整
出生数※２

打ち切り数 現
参加者数

現参加率（転出入調整）
現参加者数÷転出入調整

出生数×100

R1.10.28時点 12,866 154 122 12,834 591 12,243 95.4%

R2.10.26時点 12,866 170 131 12,827 679 12,148 94.7%

※１　出生数：2018.11 出生数確定データクリーニングにて１名減
※２　転出入調整出生数：出生数－転出者数＋転入者数

◎前年比の現参加率減少が、0.7％であった。現参加率減少が年1.0％以内という目標を達成できた。

（別紙）
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