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「次期計画では、日本1に」

• （あまりかみ合わないところもあった）会議で

の議論

• ⇒都道府県がん対策推進計画（奈良県は47

番目の策定）（危機意識の共有）

• ⇒奈良県がん対策推進条例の施行

• ⇒奈良県がん対策推進協議会での積極的・

建設的・自主的な提案・議論と役割分担

• ⇒「次期計画では、日本１に」（モデル県へ）
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県の計画と国の計画の関係
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あるべき国計画

良い県計画

実際の国計画

悪い県計画

実際の県計画。

制約の中で

どこまでできるか



がん対策推進基本計画（第2期）から

〔都道府県による都道府県計画の策定〕

• 都道府県都道府県都道府県都道府県ではではではでは、、、、基本計画基本計画基本計画基本計画をををを基本基本基本基本としてとしてとしてとして、、、、平成平成平成平成２５２５２５２５（（（（２０１３２０１３２０１３２０１３））））年度年度年度年度からからからから

のののの新新新新たなたなたなたな医療計画等医療計画等医療計画等医療計画等とのとのとのとの調和調和調和調和をををを図図図図りりりり、、、、がんがんがんがん患者患者患者患者にににに対対対対するがんするがんするがんするがん医療医療医療医療

のののの提供提供提供提供のののの状況等状況等状況等状況等をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、地域地域地域地域のののの特性特性特性特性にににに応応応応じたじたじたじた自主的自主的自主的自主的かつかつかつかつ主体主体主体主体

的的的的なななな施策施策施策施策もももも盛盛盛盛りりりり込込込込みつつみつつみつつみつつ、、、、なるべくなるべくなるべくなるべく早期早期早期早期にににに「「「「都道府県都道府県都道府県都道府県がんがんがんがん対策推対策推対策推対策推

進計画進計画進計画進計画」（」（」（」（以下以下以下以下「「「「都道府県計画都道府県計画都道府県計画都道府県計画」」」」というというというという。）。）。）。）のののの見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行うことがうことがうことがうことが望望望望まままま

しいしいしいしい。。。。

• なおなおなおなお、、、、見直見直見直見直しのしのしのしの際際際際にはにはにはには、、、、都道府県都道府県都道府県都道府県のがんのがんのがんのがん対策推進協議会等対策推進協議会等対策推進協議会等対策推進協議会等へのへのへのへの

がんがんがんがん患者等患者等患者等患者等のののの参画参画参画参画をはじめとしてをはじめとしてをはじめとしてをはじめとして、、、、関係者等関係者等関係者等関係者等のののの意見意見意見意見のののの把握把握把握把握にににに努努努努

めめめめ、、、、がんがんがんがん対策対策対策対策のののの課題課題課題課題をををを抽出抽出抽出抽出しししし、、、、そのそのそのその解決解決解決解決にににに向向向向けたけたけたけた目標目標目標目標のののの設定及設定及設定及設定及

びびびび施策施策施策施策のののの明示明示明示明示、、、、進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況のののの評価等評価等評価等評価等をををを実施実施実施実施しししし、、、、必要必要必要必要があるときはがあるときはがあるときはがあるときは、、、、

都道府県計画都道府県計画都道府県計画都道府県計画をををを変更変更変更変更するようにするようにするようにするように努努努努めるめるめるめる。。。。またまたまたまた、、、、国国国国はははは、、、、都道府県都道府県都道府県都道府県のののの

がんがんがんがん対策対策対策対策のののの状況状況状況状況をををを定期的定期的定期的定期的にににに把握把握把握把握しししし、、、、都道府県間都道府県間都道府県間都道府県間のののの情報共有等情報共有等情報共有等情報共有等のののの

促進促進促進促進をををを行行行行うううう。。。。

• 都道府県計画都道府県計画都道府県計画都道府県計画のののの作成作成作成作成にににに当当当当たってたってたってたって、、、、国国国国はははは、、、、都道府県計画都道府県計画都道府県計画都道府県計画のののの作成作成作成作成のののの

手法等手法等手法等手法等のののの重要重要重要重要なななな技術的事項技術的事項技術的事項技術的事項をををを助言助言助言助言しししし、、、、都道府県都道府県都道府県都道府県はこれをはこれをはこれをはこれを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて

作成作成作成作成するようするようするようするよう努努努努めるめるめるめる。。。。
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がん対策推進基本計画（第2期）から

〔目標の達成状況の把握とがん対策を評価する指標の策定〕

• 基本計画に定める目標については、適時、その達成状況

について調査を行い、その結果をインターネットの利用そ

の他適切な方法により公表する。また、がん対策の評価

に資する、医療やサービスの質も含めた分かりやすい指

標の策定について必要な検討を行い、施策の進捗管理と

必要な見直しを行う。

• なお、国は基本計画に基づくがん対策の進捗状況につい

て３年を目途に中間評価を行う。この際、個々の取り組む

べき施策が個別目標の達成に向けてどれだけの効果をも

たらしているか、また、施策全体として効果を発揮している

かという観点から評価を行い、その評価結果を踏まえ、課

題を抽出し、必要に応じて施策に反映する。また、協議会

は、がん対策の進捗状況を適宜把握し、施策の推進に資

するよう必要な提言を行うとともに、必要に応じて専門委

員会等の積極的な活用を行うこととする。
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医療計画局長通知から①

• 5疾病・5事業及び在宅医療については、全都道府県共通の、

病期・医療機能及びストラクチャー・プロセス・アウトカムに分

類した指標を用いることなどにより、地域の医療提供体制に

関する調査を通じて現状を把握した上で、別に通知する指針

で述べる5疾病・5事業及び在宅医療のそれぞれについて目

指すべき方向の各事項を踏まえて、課題を抽出し、課題の

解決に向けた数値目標の設定及び施策の明示、それらの進

捗状況の評価等を実施する
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出典：厚生労働省 医療計画

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/

【指標の説明】

○ストラクチャー指標：医療サービスを提供する物質資源、人的資源及び組織体制を測る指標

○プロセス指標：実際にサービスを提供する主体の活動や、他機関との連携体制を測る指標

○アウトカム指標：医療サービスの結果としての住民の健康状態を測る指標



医療計画局長通知から②

• その際には、個々の施策が数値目標の改善にどれだけの効

果をもたらしているか、また目指すべき方向の各事項に関連

づけられた施策群が全体として効果を発揮しているかという

観点も踏まえ、個々の施策や数値目標並びに目指すべき方

向への達成状況の評価を行い、その評価結果を踏まえ、必

要に応じて医療計画の見直しを行う仕組みを、政策循環の

中に組み込んでいくことが必要となる
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出典：厚生労働省 医療計画

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/



計画と成果

良い計画？悪い計画？
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◎

良い計画

遂行する

×

良い計画

遂行しない

××

悪い計画

遂行しない

×××

悪い計画

遂行する

・⇒良い計画 かつ 遂行を担保する必要

・⇒正しい計画作り／正しいアウトカム設定／正しい進捗

管理／正しい評価と政策循環



世界保健機関（WHO）による

計画策定の「3ステップ」

【ステップ１】現状を把握する

がんの現状、がん対策の現状を調べる

【ステップ２】到達点を設定する

政策を策定採用する。対象、ゴール、目標も

設定する。優先的対策を決める

【ステップ３】達成方法を考える

政策実施のステップを明確にする
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出所：「世界のがん計画」 がん政策情報センターウェブサイト

http://ganseisaku.net/practices/whitepaper/gan_world_cancer_control.html



ステップ1 現状把握（例）

□声を集める（患者、現場、地域の声）

意見集約型対話集会（タウンミーティング）を開く

患者アンケートを実施する、など

□がんの現況を可視化する（データ分析）

がん種別死亡率、死亡率改善率、がんの治療の

実態、医療資源の現況など・・・

□がん対策の現況を可視化する（情報分析）

国の計画、県の前計画、県のアクションプラン、

県の予算、協議会の活動、連携協議会の活動、関

係者の活動など・・・
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ステップ2 到達点を設定する（例）

□課題を抽出する、論点整理をする

現況の問題点は？

□ゴールを設定する

問題点が解決されている理想の姿とは？

□最終成果（アウトカム）、中間成果を設定する

問題が解決している姿を示すかたちは？

□施策（活動）の柱と結果（アウトプット）を設定する

成果につながる施策（活動）とは？

（＊本当に成果をもたらす有効性が高い施策は何か？）
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ステップ3 達成方法を考える（例）

□関係者の連携調整の場の設定

□実施者・協力者のモチベーション、当事者意識醸成

□普及啓発・広報の実施

□PDCA（計画、実施、評価、改善）サイクルの好循環

□評価体制の確立（締め付ける評価でなく、六位一体の

取り組みを盛り上げる評価）
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参考：UICC（国際対がん連合）による「5ステップ」

出所：「世界のがん計画」 がん政策情報センターウェブサイト

http://ganseisaku.net/practices/whitepaper/gan_world_cancer_control.html
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ステップ１
ステップ2

ステップ3



施策、指標、評価

相談支援分野での１考察例
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投入

インプット

活動

アクティビティ

結果

アウトプット

成果

アウトカム

相談支援セン

ターの設置

相談支援業務

の実施

相談支援の提

供

悩みの解決、

安心と納得

必要な場所に

開設できない

サービスが提

供できない

来訪しない 解消しない、

実現しない

必要な場所に

開設

質の高いサー

ビス

必要な人が来

訪

悩みの解消、

安心と納得の

実現

⇒論理構成・因果関係（ロジックモデル）が明確であること

⇒目標はアウトカムで設定。活動がアウトカムに結びついているか評価。

そもそも、アウトカムに効果的な対策が選ばれているか

◎

×

施策

結果1

結果2

指標 指標 指標 指標



投入 活動 結果 成果

ストラク

チャー指標

プロセス（過

程）指標

アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム指指指指

標標標標

例：投手補

強

10億円

2人

ロジックモデル

セオリー評価ロジックが整合的か プロセス評価実施しているか インパクト評価効果を出したか
施策、指標、評価、政策循環

◎総合評価

費用対効果評価費用対効果はどうか

2012/8/23 15

例：新戦力

ローテー

ション入

例：登板回

数

45回

例：勝利数

25勝、リー

グ優勝

施策例：野球においてリーグ優勝を目指し、投手力を増強



指標例

今ある指標、来る指標、作る指標

16出典：がん対策推進協議会資料（東参考人提出資料）より2012/8/23



全体目標全体目標全体目標全体目標とととと分野別施策分野別施策分野別施策分野別施策とのとのとのとの関係図関係図関係図関係図
全体目標全体目標全体目標全体目標とととと分野別施策分野別施策分野別施策分野別施策とのとのとのとの関係図関係図関係図関係図がんによる死亡の減少（75才未満の年齢調整死亡率を20%減少） がんによる苦痛の軽減、QOLの向上

・医療施設調査

・患者調査

・社会医療診療行為別調査

・ＤＰＣ導入の影響評価に係る調査

・拠点病院現況報告

・臓器がん登録

・厚生労働科学研究 他

・受療行動調査

・内閣府・世論調査

・国民生活基礎調査

・拠点病院患者満足度調査（仮）

・厚生労働科学研究 他

全体目標全体目標全体目標全体目標

分野別施策分野別施策分野別施策分野別施策

医療関連

患者満足度等

１．がん医療 ２．がんに関する相談支援及び情報提供（１）放射線療法、化学療法及び手術療法のさらなる充実 ３．がん登録（２）がん医療に携わる専門医療従事者の育成 ４．がんの予防（３）地域における医療・サービス提供体制の構築 ５．がんの早期発見（４）がんと診断された時からの緩和ケアの実施 ６．がん研究（５）医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組 ７．小児がん（６）その他 ８．がんの教育・普及啓発９．がん患者の就労を含む社会的な問題

がんになっても安心して暮らせる社会の構築

院内院内院内院内がんがんがんがん登録登録登録登録

地域地域地域地域がんがんがんがん登録登録登録登録

人口動態統計

全体目標及全体目標及全体目標及全体目標及びびびび

個別目標個別目標個別目標個別目標にににに関関関関

するするするする指標指標指標指標のののの元元元元

となるとなるとなるとなる調査等調査等調査等調査等

今後連携を

進める必要あり

今後連携を

進める必要あり
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出典：第30回がん対策推進協議会（2011年12月26日）資料

2012/8/23

目標目標目標目標、、、、指標指標指標指標、、、、情報源情報源情報源情報源（（（（データソースデータソースデータソースデータソース））））



がん計画素案チェックリスト（例）

■データについて（データに基づいて判断されているか／これ

から収集すべきデータについて想定されているか／・・・）

■プロセスについて（データと意見に基づいて施策の抽出が行

われているか／協働相手との調整がなされているか／予算と

整合しているか／・・・）

■ロジックについて（アウトカムに結びつく施策が抽出されてい

るか／大事な施策が抜けていないか／・・・）

■指標について（アウトカム指標が十分に入っているか／いま

ある指標だけでなくこれから開発して組み入れる指標が想定さ

れているか／・・・）

■評価について（だれがいつどのように評価するか想定されて

いるか／評価に使う指標が想定されているか／評価の限界と

将来像が認識されているか／・・・）
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指標が不足し

ていないか

アウトカム指標、

プロセス指標を

設定できないか

初期アウトカム

につながるか

軸となる施策が

抜けていないか

奈良県新計画構造案のチェックポイント例



奈良県新計画構造案のチェックポイント例
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指標が不足し

ていないか

アウトカム指標、

プロセス指標を

設定できないか

医療計画課長

通知付表の指

標リストを網羅

できているか

どれが軸とな

る施策か
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目指すアウトカ

ムと整合してい

るか

アウトカム、プ

ロセス指標はな

いか

初期アウトカム

につながるか

カバー範囲が

十分か／軸と

なる施策に抜け

がないか／入

れ替えは必要

ないか

奈良県新計画構造案のチェックポイント例
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だれがどのよ

うに有効に実

施するか、施

策の吟味へ

悩みをそもそも発生させ

ないためには、がん医療

分野での施策が必要
認知度

を測るよ

りよい指

標は

奈良県新計画構造案のチェックポイント例



まとめ

• 計画作りが目的ではなく、成果をもたらすことが

ゴール

• 「自分たちの計画」に

• 成果を可視化し、やりがいを育てる

• それぞれの役割を担えるように

• 「育つ余地のある計画」に（枠組みを押さえ、詳

細は後で付け加えられる）

• 毎年、継続的にチェック・改善できる仕組みをビ

ルトイン（計画を育てるための場づくり）
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みんなで考えよう

何が「良い、がん計画」なのか

目指せ「日本１の自分たちの計画」！

ありがとうございました

＊がん政策情報センターのウェブサイトにも、

がん計画策定の資料があります

＊＊10月6日、7日、8日は

「がん政策サミット2012秋（奈良県開催）」


