
地域におけるがん対策の目指すこと

奈良県がん対策推進協議会

2012年11月21日

がん政策情報センター

埴岡 健一

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

前回使用

スライド



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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前回使用

スライド

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？）

2012/11/21 4

前回使用

スライド



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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前回使用

スライド

計画セルフチェックシート（例）

連番 分類 視点 視点の定義

1

A.プロセプロセプロセプロセ

スススス

データデータデータデータのののの抽出抽出抽出抽出 現況把握現況把握現況把握現況把握データデータデータデータをををを収集活用収集活用収集活用収集活用しているしているしているしている

2 独自独自独自独自データデータデータデータのののの計測計測計測計測 独自独自独自独自データデータデータデータをををを計測計測計測計測しているしているしているしている

3 前計画前計画前計画前計画ののののアウトカムアウトカムアウトカムアウトカム評価評価評価評価 前計画前計画前計画前計画ををををアウトカムアウトカムアウトカムアウトカム評価評価評価評価しているしているしているしている

4 関係者関係者関係者関係者のののの意見意見意見意見のののの把握把握把握把握 関係者意見把握行動関係者意見把握行動関係者意見把握行動関係者意見把握行動をををを行行行行っているっているっているっている

5 タウンミーティングタウンミーティングタウンミーティングタウンミーティングなどなどなどなど TMややややヒアリングヒアリングヒアリングヒアリングをををを行行行行っているっているっているっている

6 地域特性地域特性地域特性地域特性へのへのへのへの適合適合適合適合 地域地域地域地域のののの特性特性特性特性にににに合合合合ったったったった施策施策施策施策をををを抽出抽出抽出抽出しているしているしているしている

7

B.目標目標目標目標とととと

評価評価評価評価

アウトカムベースアウトカムベースアウトカムベースアウトカムベースのののの政策循環政策循環政策循環政策循環 政策循環政策循環政策循環政策循環のののの考考考考えになっているえになっているえになっているえになっている

8 計画体系計画体系計画体系計画体系のののの可塑性可塑性可塑性可塑性 成長可能成長可能成長可能成長可能なななな計画計画計画計画となっているとなっているとなっているとなっている

9 アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム評価評価評価評価 アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム評価評価評価評価のののの考考考考えになっているえになっているえになっているえになっている

10 アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム目標目標目標目標 中間中間中間中間アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム目標目標目標目標をををを設定設定設定設定しているしているしているしている

11 アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム指標指標指標指標 アクトカムアクトカムアクトカムアクトカム指標指標指標指標をををを設定設定設定設定しているしているしているしている

12 SPO指標指標指標指標セットセットセットセット SPO指標指標指標指標セットセットセットセットをををを設定設定設定設定しているしているしているしている

13 評価評価評価評価のためののためののためののための情報源情報源情報源情報源 指標指標指標指標ののののデータソースデータソースデータソースデータソースをををを想定想定想定想定しているしているしているしている

14

C.実効性実効性実効性実効性

のののの担保担保担保担保

役割分担役割分担役割分担役割分担のののの設定設定設定設定 施策実行施策実行施策実行施策実行のののの主体主体主体主体をををを決決決決めているめているめているめている

15 関係者関係者関係者関係者のののの主体性主体性主体性主体性 各関係者各関係者各関係者各関係者がががが実行計画実行計画実行計画実行計画をををを作作作作っているっているっているっている

16 評価評価評価評価のののの組織組織組織組織 評価評価評価評価のためののためののためののための組織組織組織組織をををを決決決決めているめているめているめている

17 中間評価中間評価中間評価中間評価 第第第第2期期期期のののの中間評価中間評価中間評価中間評価をををを実施予定実施予定実施予定実施予定

18 アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン 第第第第2期期期期ののののアクションプランアクションプランアクションプランアクションプランをををを作成予定作成予定作成予定作成予定

19 医療医療医療医療のののの質質質質のののの計測事業計測事業計測事業計測事業 医療医療医療医療のののの質質質質のののの計測実施計測実施計測実施計測実施をををを計画計画計画計画にににに入入入入れているれているれているれている

20 患者患者患者患者満満満満足度調足度調足度調足度調査査査査事業事業事業事業 満足度調査実施満足度調査実施満足度調査実施満足度調査実施をををを計画計画計画計画にににに入入入入れているれているれているれている
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説明、注釈、留保

• ☆限られた情報からの、試行的にイメージを示すための記載例です。人

によって評価が異なります。複数のメンバーで対話しながら評価を形成し

ていくことが重要です

• 分野横断的で包括的な視点からの項目例をあげています

• 第2期がん対策推進基本計画、都道府県がん対策推進基本計画課長通

知、医療計画局長通知、医療計画課長通知、同・別紙指標例集、世界保

健機関（WHO）がん計画ガイドライン等を参考にしました

• セルフチェックシートの一例です。チェック項目自体も検討し作成すること

が大切と考えられます

• こうした項目に基づいて対話することが、焦点を明確にしたり、議論を深

める効果があると考えられます

• *SPO=ストラクチャー（外形）、プロセス（過程）、アウトカム（成果）
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セルフチェックイメージ①

C.実効性実効性実効性実効性

のののの担保担保担保担保

役割分担役割分担役割分担役割分担のののの設設設設

定定定定

施策実行施策実行施策実行施策実行のののの主体主体主体主体をををを決決決決

めているめているめているめている

2？？？？
施策別役割分担表施策別役割分担表施策別役割分担表施策別役割分担表のののの作成作成作成作成、、、、合意形成合意形成合意形成合意形成

とととと推進推進推進推進のののの場場場場のののの設置設置設置設置などがなどがなどがなどが考考考考えられるえられるえられるえられる

関係者関係者関係者関係者のののの主体主体主体主体

性性性性

各関係者各関係者各関係者各関係者がががが実行計画実行計画実行計画実行計画

をををを作作作作っているっているっているっている

1？？？？
主要主要主要主要なななな各主体各主体各主体各主体がががが県県県県5カカカカ年計画年計画年計画年計画にににに対応対応対応対応

するするするする計画計画計画計画をををを策定策定策定策定するなどがするなどがするなどがするなどが考考考考えられるえられるえられるえられる

評価評価評価評価のののの組織組織組織組織

評価評価評価評価のためののためののためののための組織組織組織組織をををを

決決決決めているめているめているめている

1？？？？

協議会協議会協議会協議会（（（（そのそのそのその他他他他のののの組織組織組織組織））））がががが評価評価評価評価するするするする立立立立

場場場場となることをとなることをとなることをとなることを明記明記明記明記するなどがするなどがするなどがするなどが考考考考えらえらえらえら

れるれるれるれる

中間評価中間評価中間評価中間評価

第第第第2期期期期のののの中間評価中間評価中間評価中間評価をををを

実施予定実施予定実施予定実施予定

3？？？？
別途別途別途別途、、、、中間評価中間評価中間評価中間評価までのまでのまでのまでの工程表工程表工程表工程表をををを作成作成作成作成

するなどがするなどがするなどがするなどが考考考考えられるえられるえられるえられる

アクションプラアクションプラアクションプラアクションプラ

ンンンン

第第第第2期期期期ののののアクションプアクションプアクションプアクションプ

ランランランランをををを作成予定作成予定作成予定作成予定

1？？？？
毎年改善毎年改善毎年改善毎年改善せずにせずにせずにせずに現状現状現状現状でででで5年年年年がががが見渡見渡見渡見渡せせせせ

るかをるかをるかをるかを検討検討検討検討するなどがするなどがするなどがするなどが考考考考えられるえられるえられるえられる

医療医療医療医療のののの質質質質のののの計計計計

測事業測事業測事業測事業

医療医療医療医療のののの質質質質のののの計測実施計測実施計測実施計測実施

をををを計画計画計画計画にににに入入入入れているれているれているれている

1？？？？
標準治療順守率標準治療順守率標準治療順守率標準治療順守率などなどなどなど医療医療医療医療のののの質質質質をををを計測計測計測計測

することのすることのすることのすることの検討検討検討検討などがなどがなどがなどが考考考考えられるえられるえられるえられる

患者満足度調患者満足度調患者満足度調患者満足度調

査事業査事業査事業査事業

満足度調査実施満足度調査実施満足度調査実施満足度調査実施をををを計計計計

画画画画にににに入入入入れているれているれているれている

4？？？？

中間評価中間評価中間評価中間評価ののののベースラインベースラインベースラインベースライン設定設定設定設定にににに間間間間にににに

合合合合うようにうようにうようにうように工程管理工程管理工程管理工程管理するなどがするなどがするなどがするなどが考考考考えらえらえらえら

れるれるれるれる

2012/11/21 84段階評価：4＝できている、1=できていない



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・推進面での連携協議会や部会の役割の拡大、

資源の手当て

□実施者・協力者のモチベーション、当事者意識醸成

⇒各当事者の5カ年計画

・連携協議会の5カ年計画

・議連の5カ年計画

・患者会連合の5カ年計画

それを横につなぐ仕組み
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セルフチェックイメージ②

B.目標目標目標目標とととと

評価評価評価評価

アウトカムベーアウトカムベーアウトカムベーアウトカムベー

ススススのののの政策循環政策循環政策循環政策循環

政策循環政策循環政策循環政策循環のののの考考考考

えになっているえになっているえになっているえになっている

2？？？？
評価評価評価評価とととと施策施策施策施策のののの改善改善改善改善のののの関係関係関係関係をよりをよりをよりをより明確明確明確明確にににに記載記載記載記載

するなどがするなどがするなどがするなどが考考考考えられるえられるえられるえられる

計画体系計画体系計画体系計画体系のののの可可可可

塑性塑性塑性塑性

成長可能成長可能成長可能成長可能なななな計計計計

画画画画となっているとなっているとなっているとなっている

1？？？？
（（（（毎年毎年毎年毎年、）、）、）、）順次順次順次順次、、、、計画計画計画計画をををを肉付肉付肉付肉付けけけけ発展発展発展発展させていくさせていくさせていくさせていく

考考考考えをえをえをえを入入入入れるなどがれるなどがれるなどがれるなどが考考考考えられるえられるえられるえられる

アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム評価評価評価評価

アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム評価評価評価評価

のののの考考考考えになっえになっえになっえになっ

ているているているている

4？？？？
中間中間中間中間アウトカムアウトカムアウトカムアウトカムのののの柱柱柱柱をををを強化強化強化強化するなどがするなどがするなどがするなどが考考考考えらえらえらえら

えるえるえるえる

アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム目標目標目標目標

中間中間中間中間アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム

目標目標目標目標をををを設定設定設定設定しししし

ているているているている

3？？？？
中間中間中間中間アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム目標目標目標目標がががが欠欠欠欠けているところをけているところをけているところをけているところを補補補補

充充充充するなどがするなどがするなどがするなどが考考考考えられるえられるえられるえられる

アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム指標指標指標指標

アクトカムアクトカムアクトカムアクトカム指標指標指標指標

をををを設定設定設定設定していしていしていしてい

るるるる

3？？？？
アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム指標指標指標指標をををを追加設定追加設定追加設定追加設定するするするする（（（（予定予定予定予定やややや検討検討検討検討

をををを含含含含むむむむ））））などがなどがなどがなどが考考考考えられるえられるえられるえられる

SPO指標指標指標指標セットセットセットセット

SPO指標指標指標指標セットセットセットセット

をををを設定設定設定設定していしていしていしてい

るるるる

2？？？？
SPO指標指標指標指標セットセットセットセットのまとめのまとめのまとめのまとめ表表表表をををを策定策定策定策定しししし漏漏漏漏れをれをれをれを

チェックチェックチェックチェックするなどがするなどがするなどがするなどが考考考考えられるえられるえられるえられる

評価評価評価評価のためののためののためののための

情報源情報源情報源情報源

指標指標指標指標ののののデータデータデータデータ

ソースソースソースソースをををを想定想定想定想定しししし

ているているているている

3？？？？
想定情報源想定情報源想定情報源想定情報源（（（（既存既存既存既存、、、、開発開発開発開発、、、、検討検討検討検討、、、、未定含未定含未定含未定含むむむむ））））

をよりをよりをよりをより明確明確明確明確にするなどがにするなどがにするなどがにするなどが考考考考えられるえられるえられるえられる

2012/11/21 104段階評価：4＝できている、1=できていない
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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

前回使用

スライド

まとめ

• 継続性をもって、施策を実施し改善していくた

めの、循環づくり

• 施策別の当事者（主体、協働者、支援者）の

役割分担と資源確保

• 実施推進のけん引役となる仕組みの確認

• 協働で成果をあげていくイメージの共有
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みんなで考えよう

遂行される計画とは？

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

「がん政策サミット2012秋 in Nara」

ご協力・ご参加、ありがとうございました。


