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RH-PLANET（地域医療計画評価ネットワーク）第１回意⾒交換会 

「正しい評価でよい地域をつくろう！」開催レポート（抜粋版） 

 

⽇時：２０１９年１１⽉２⽇（⼟）午前１０〜１２時 

場所：ＴＫＰ東京駅⽇本橋カンファレンスセンター 

２Ｆカンファレンスルーム２１０ 

 

【プログラム】 

 

1. 開催趣旨  

2. 「医療計画の評価の基礎」 

国際医療福祉⼤学⼤学院  埴岡健⼀さん  

 

3. 「RH-PLANET の設⽴趣旨とガイド、マニュアルの紹介」 

RH-PLANET 事務局 吉⽥真季さん・松本佳⼦さん 

 

4. 来場者から地域医療計画の「評価」について話題提供 

１）⾃治体の⽴場から 

⼤阪府健康医療部 保健医療室 保健医療企画課 企画調整グループ 畑⼭英明さん 

滋賀県健康医療福祉部 医療政策課企画係   村岡佑哉さん 

千葉県市川市役所保健部 保健センター健康⽀援課  松﨑順⼦さん 

 

２）がん計画策定・評価⽀援実践者の⽴場から 

 特定⾮営利活動法⼈がん政策サミット事務局  岩井万喜さん 

 

３）厚⽣労働省「医療計画の⾒直し等に関する検討会」の動向など 

 認定 NPO 法⼈ささえあい医療⼈権センターCOML  ⼭⼝育⼦さん 

 

5. 全体意⾒交換       

進⾏：埴岡健⼀さん 
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１．開催趣旨 

ＲＨ−ＰＬＡＮＥＴ事務局 

地域医療計画のよりよい評価を通じ、将来的に全国の医療・福祉アウトカムの均てん化

をめざす、RH-PLANET（地域医療計画評価ネットワーク）の初顔合わせの場となります。

遠⽅の⾃治体からの来場者も含め、20⼈強が参加しています。マルチステークホルダー（多

様な参画者）の視点を持ち寄り、地域医療計画の評価における課題や今後のあり⽅について

ともに考える場にしたいと思います。 

 
２．「医療計画の評価の基礎」 

国際医療福祉⼤学⼤学院  埴岡健⼀さん  

  

2001 年には政策評価法が施⾏され、法律をつくったり予算を獲得したりとかばかりに⽬

が向いていたかと思いますが、政策⽬的を達したのかどうか、それをしっかり⾒直して改善

していかなければならないということは打ち出されてきています。PDCA という流れで、「C」

でしっかりとチェックをしないといけない。政策評価も「なんちゃって政策評価」になって

いたかもしれませんが、偽物にしてはいけない。 

 EBPM（Evidence-Based Policy Making=根拠に基づく政策⽴案）とは、患者・住⺠に現に

効果をもたらしているのかを踏まえてやっていく。やったことに対するエビデンス

（Evidence=根拠）があるということです。そういうことを優先的にやっていくということ

です。これまで意識が薄かったのは PDCA の「C」のチェックです。「やったこと（アウト

プット）が⽬指していたもの（アウトカム）にどういう効果があったのか」が⽋けていまし

た。⽬指していたことに対して、住⺠などに向けた効果があったのか、それがやったことの

おかげだったのか。それをするということは、つまり根拠がある、効果をもたらすことが証

明されている施策だったのか。それができていれば、ほかの地域もそうしたことをしていけ

ばいい。根拠のある政策を優先的にして

いこうということになる。そうなってい

けば、患者や住⺠にもたらされるメリッ

トが加速される。また財政的、労⼒的な

無駄もなくなっていくと思います。 

そうした考え⽅は厚⽣労働省医政局

の通知の⽂⾔でも「具体的には事業を実

施したことにより⽣じた結果（アウトプ

ット）が成果（アウトカム）に対してど

厚労省・医療計画通知の評価
１ 医療体制の政策循環
５疾病・５事業及び在宅医療の医療体制を構築するに当
たっては、住⺠の健康状態や患者の状態（成果（アウトカ
ム））などでもって施策の評価を⾏うことが必要なため、こ
れらを⽤いた評価を⾏うことが重要である。具体的には、施
策や事業を実施したことにより⽣じた結果（アウトプット）
が、成果（アウトカム）に対してどれだけの影響（インパク
ト）をもたらしたかという関連性を念頭に置きつつ、施策や
事業の評価を１年ごとに⾏い、⾒直しを含めた改善を⾏うこ
と。都道府県は、この成果（アウトカム）に向けた評価及び
改善の仕組みを、政策循環の中に組み込んでいくことが重要
である。

5

出典：平成29年3⽉31⽇厚⽣労働省医政局地域医療計画課⻑通知
「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」
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れだけの影響（インパクト）をもたらしたのかという関連性を念頭に置きつつ、施策や事業

の評価を１年ごとに⾏い、⾒直しを含めた改善を⾏うこと」というように書かれています。

この書かれていたことを現実として実装していくことが問われています。 

「数値を測りました」「患者満⾜度が地域で８５％でした」は「評価」ではなく「計測」

です。「評価」というのは「ものごとの価値を体系的に明らかにすること」です。数字を計

測するだけで評価というふうに誤解が広がっていますが、そうしたことを正す必要があり

ます。 

 こうしたことを踏まえて評価するというのがグローバルスタンダードです。教科書的に

いうと、①セオリー評価②プロセス評価③インパクト評価④コストパフォーマンス評価―

―です。こうした詳しい内容は、RH−PLANET が作成したガイドブックとマニュアルに詳

しく書かれています。ぜひこれまでの「評価」についての誤解を解いて、本当の評価をでき

るようになってほしいと思います。 

 
３．「RH-PLANET の設⽴趣旨とガイド、マニュアルの紹介」 

RH-PLANET 事務局 吉⽥真季さん・松本佳⼦さん 

 

〔設⽴趣旨とガイドブックの紹介〕 

RH-PLANET 事務局 吉⽥真季さん 

 設⽴の経緯と、本編と呼んでいるガイドブックの⼤まかな内容を説明します。東京⼤学で

は医療政策⼈材養成講座（HSP）と、医療政策実践コミュニティー（H-PAC）をそれぞれ５

年間、社会⼈向け講座として開講しており、私は埴岡さんと計 10年間事務局をしていまし

た。特に H-PAC が開講していた時期は、HSP や H-PAC のメンバーを中⼼に「医療計画を

よりよくしよう、それもマルチステークホルダーがかかわることでよいものにしよう」とい

うことを柱にして活動していました。 

出典：2019年4⽉19⽇ 乃⽊坂スクール 佐々⽊亮さんスライド 7

評価なくして改善なし
医療計画の成果を患者・住⺠まで届けよう!

出典：2019年4⽉19⽇ 乃⽊坂スクール 佐々⽊亮さんスライド
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計７回のシンポジウムも医療計画をテーマにしたものが多く、最終のシンポジウムでは、

２次医療圏データベースを作成し公開して、全国の⽅々に政策提案をしていただき、コンペ

も開催しました。その後半、2014~16 年にかけて地域医療計画実践コミュニティー（RH-

PAC）という活動を有志で⾏いました。代表世話⼈として元厚⽣労働省医政局⻑の伊藤雅治

さんが務めてくださっていました。⾏政の⽅は地域医療構想や地域医療計画について厚⽣

労働省のガイドラインがあると思いますが、そこに住⺠、患者、医療提供者などいろいろな

視点を⼊れることが⼤事だということで、⺠間版のガイドラインを作成しました。それが

RH-PACの２つのガイドラインです。 

 

２つのガイドラインは厚⽣労働統計協

会のご厚意で印刷して全国の都道府県の担

当者や保健所に配布させていただきまし

た。この後、各都道府県で第７次医療計画

が動いていて、まもなく中間評価のタイミ

ングを迎えます。現在、厚⽣労働省の検討

会で中間評価の⽅針作りに向けた検討が⾏

http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/HPU/seminar/2014-10-12/Guideline_F.html

http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/HPU/seminar/2015-05-16/documents/RHPAC2_GL_Process_all.pdf
http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/HPU/seminar/2015-05-16/documents/RHPAC2_GL_Chiba_all.pdf

RH-PAC1ガイドライン
2014年12⽉

RH-PAC2ガイドライン
2015年 9⽉

3

RH-PACガイドライン

「地域医療計画実践コミュニティー」 (RH-PAC)
＝東京⼤学公共政策⼤学院医療政策実践コミュニティー(H-PAC)と、
その前⾝の東京⼤学医療政策⼈材養成講座(HSP)の修了者を中⼼に約100⼈の
有志が集まったグループ（代表世話⼈・伊藤雅治＝元厚⽣労働省医政局⻑）

第6回HPUシンポジウムスライドより

Ｒ
Ｈ-

Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｔ地域医療計画

実践コミュニティー

地域医療計画

評価ネットワーク

2019 2020

第7次医療計画

第7期介護保険
事業計画

乃木坂スクール

中
間
評
価

1
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われています。「何かをしなければ」ということで、RH-PAC の動きを継承する形で、埴岡

さんが国際医療福祉⼤⼤学院の乃⽊坂スクールで開講している医療計画に関する講座を受

講しているメンバーの有志で先⾏的に RH―PLANET を⽴ち上げ、2019年 10⽉に暫定版の

ガイドラインをつくりました。 

 
 「患者⽀援者」「医療提供者」「政策⽴案者」「メディア」という４つのステークホルダー、

４つの⽴場の⼈が集まって意⾒をぶつけながら合意形成することで社会に通⽤するものを

つくっていこうという信念で活動してきており、RH-PLANET でも引き継いでいくと考えて

います。 

RH-PACのガイドラインで取りあげた計画策定の「７つのステップ」は RH-PLANET のガ

イドブックでも引き継いでいます。いくつかの都道府県の現⾏計画のなかでロジックモデ

ルを採⽤しており、好事例をまとめたものを近⽇中に RH-PLANET のサイトに掲載します。 

 RH-PLANET のガイドブックですが、まだ体裁を含めて粗削りのところも多いので、みな

さんとブラッシュアップしていきたいと思っております。どうかご参画をよろしくお願い

します。 

 ガイドラインの本編ですが、基本的には RH-PAC のガイドラインを踏襲していますが、

特にデータの収集や評価は当時から少し知⾒も進んでいるので、参考資料として盛り込ん

でいます。そして、すでに第７次計画で導⼊した府県で好事例もありますので、それも紹介

中間評価から次期改定へ
RH-PLANETガイドブック・マニュアル

2019年10⽉暫定版
作成・Web掲載
※今後更新予定

6

「地域医療計画評価ネットワーク」 (RH-PLANET)
• 都道府県・⾃治体で計画のとりまとめを担う政策⽴案者
• RH-PACメンバー
• HSP/H-PAC同窓⽣
• 患者・住⺠アウトカム向上をめざす多様な⽴場の⽅々
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するパートも設けています。こうしたことを説明したうえで、最後にツールキットをまとめ

ています。ウェブに暫定版を挙げているので、ご意⾒などをいただき、改良したいと思いま

す。 

 

〔評価・策定マニュアルの紹介〕 

RH-PLANET 事務局 松本佳⼦さん 

今回策定した「評価・改定マニュアル」では、政策評価の基本的なところと、具体的な⼿

順をできるだけ分かりやすく⽰そうとつくっています。⼿順を⽰して、地域医療計画の評価

と改定がよりやりやすくなり、さらに保健医療政策と患者・住⺠の健康状態がよくなること

につながることを期待しています。 

 中間評価は後半の３年間を左右します。いま第 7 次医療計画、中間⾒直しが来年度とい

うことになりました。PDCAだと「C」のチェックと「A」のアクションになります。そのた

めに評価・改定マニュアルでは評価の基本事項を書いています。 

まず評価の基本ということで、「ロジックモデル」「指標」「評価」について説明していま

す。「ロジックモデル」は、アウトカムからインプット、つまり資源を投⼊してそれを活⽤

して結果が出て「中間アウトカム」「分野アウトカム」につながっていくという論理構造図

を⽰したものになります。 

 ロジックモデルに対応して、指標は①アウトカム指標②プロセス指標③ストラクチャー

指標」があります。 

 そして評価ですが、①セオリー評価②プロセス評価③インパクト評価④コスト・パフォー

マンス評価の４種類があります。 

①セオリー評価は「⽬標に対して整

合性のある⽴案がされているのか」と

いう論理的整合性を評価することで

す。そして「計画された施策が計画通り

に実⾏されたか」を評価するのが②プ

ロセス評価です。「実⾏したものがきち

んと成果を⽣み出しているのか」を評

価するのが③インパクト評価。最後に

「そのインパクトが投⼊した資源に⾒

合っているのか」をみるのが④コスト・

パフォーマンス評価となります。 

分野アウトカム中間アウトカム
②アクティビティ
・③アウトプット

★

★

◆

◆

◆

◆

◆

◆ ★

①インプット

★

●

●

●

●

●

●

⑨セオリー評価

⑩プロセス評価
⑪インパクト評価
⑫コスト・パ
フォーマンス評価

⑤
イ
ン
パ
ク
ト

ロ
ジ
L
ク
モ
デ
ル

ｃ評
価

アウトカム指標
プロセス指標
ストラクチャー指標

★

●資源投⼊量
（計〇円、〇⼈、〇時間、など）

指標凡例 ④アウトカム

◆アウトプット計測値

指
標
⑥アウトカム指標
⑦プロセス指標
⑧ストラクチャー指標

「ロジックモデル」 「指標」 「評価」
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評価には階層性があると⾔わ

れています。セオリー評価がない

のに、いきなりインパクト評価と

いうのはあり得ないということ

です。そして評価のためには、ロ

ジックモデルを作成してセオリ

ー評価することが評価の出発点

になります。マニュアルでは、こ

の４つの評価がこのロジックモ

デルにどう紐付いているのかを

⽰しています。 

これまでのアクティビティとアウトプットのところだけを評価することが多かったと思

います。たとえば「研修を年間３回して２００⼈の参加者があった。だから次年度もその研

修をします」という評価です。そうではなくて、評価というのは、セオリー評価からコスト・

パフォーマンス評価まで体系的に評価し、アウトカムまでを評価することが必要です。マニ

ュアルでは「あるべき評価」をするためにはどうすればいいのか、というのをまとめていま

す。 

 そのためには、まずロジック

モデルをつくることが⼤切で

す。分野ごとにこのロジックモ

デルをつくっていくことになり

ます。 

このシートもツールとして使

えるように公開しています。こ

れをつくる際にロジックモデル

集をいま第７次医療計画で活⽤

いただいているものを集めてつ

くっています。近⽇中に公開準備中で、参考にしていただけるのではないかと思っておりま

す。 

 次に情報源です。評価をする際には情報も必要ですので、マニュアルでは各評価のフェー

ズでどういう情報が必要なのかも⽰しております。「横断的な指標のデータセット」と「⾒

える化グラフ集」も、私たちの活動のなかで今後公開していきたいと思っております。 

この４つの評価をもとに最後に総合評価をして、「その施策を続けるのか」「やめるの

7

「よくある評価」と「あるべき評価」

ロジックモデル作成とセオリー評価が評価の出発

6

評価の対象と階層性

図︓W.K.Kellogg Foundation. Logic Model Development Guide, 2003、 Rossi, et al. プログラム評価の理論と⽅法、をもとに作成
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か」など 4段階で評価できるように評価作業シートも作成しています。データでチェック

をしていくだけでなくて、評価するために関係者のヒアリングをして、当事者の⽅が効果

を感じているのを記載する欄を作ったのが特徴です。 

中間評価の報告書もできるだけ簡単にということで、さきほどの評価シートをそのまま

書き下せば、中間報告書になるというイメージも⽰しています。こうした作業で、いままで

のロジックモデルから評価を基に新しいロジックモデルを改善していくことが容易になり

ます。 

繰り返しますが、これらは暫定版です。今後、現場の⽅々が使いやすいようにブラッシ

ュアップしていきたいと思っております。ぜひ忌憚のないご意⾒をいただければと思って

おります。 

 
４．来場者から地域医療計画の「評価」について話題提供 

 

４−１）⾃治体の⽴場から 

① ⼤阪府健康医療部 保健医療室 保健医療企画課 企画調整グループ 畑⼭英明さん 

私は⻭科医師になりますので、⼊庁後、⼤阪府庁では⻭科保健の⾏政を担当していました。

2016 年から医療計画の担当となり、同年の厚労省の研修会において、埴岡先⽣からロジッ

クモデルの話を聞き、第７次医療計画に導⼊するべきであると思いました。 

まず⼤阪府の医療計画ですが、2017 年度までの第６次の医療計画は⽂字ばかりで⾒づら

く、現状の取り組みも読み込まないとよく理解できない状態でした。⽬標値も取り組みとの

整合性が分からないものがあるなど、論理構成がしっかりできていませんでした。 

また進捗管理がしづらい状況でした。医療審議会でチェックはしているのですが、⽬標値

が出ているが、取り組みが書かれていないため、取り組みに関する意⾒がほとんどでなかっ

たということと、「保健医療計

画」ということでつくっていま

したが、５疾病４事業（⼤阪府は

へき地がないため５事業ではな

く４事業）でも、特に５疾病は検

診とか予防とか⽬標値が多かっ

たが、「保健」が多く「医療」が

少なかったです。 

そもそも「政策に対する取り組

みでどうなった」ではなく、やっ

① ⽂章が⻑⽂（べた書き）で構成されており、論点がわかりづらい。
② 各種指標のほとんどが「表」で記述されており、経年的な変化、地域間の差を直感的に捉
えることが出来ない。

③ 医療提供体制の状況（拠点病院の配置など）が⽂章で記載されており、直感的に
捉えることが出来ない。

④ 関連する計画「健康増進計画等」で記載されている内容の多くが重複して記載され、
関連する計画との役割分担が出来ていない。

⑤ PDCAを想定した構成になっていない。

2 (1)第６次大阪府保健医療計画の課題 ①構成上の課題

第７次計画の策定にあたり、前計画の課題を分析、
その結果、第６次計画には構成的に多くの課題があった

●第６次⼤阪府保健医療計画の構成上の課題

• 取組とアウトカム（目標値）の関連が不明瞭。

• 取組が具体的でなくプロセス評価が難しい。

• 取組に、疾病に関する説明、現状・課題（有病率や罹患状況等）の記載が混在し、
取組の記載が不明瞭。

12
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たことだけを書いていました。新しい施策評価の枠組みをつくっていく必要性を強く感じ

ました。 

 あとはどの都道府県も同じだと思いますが、医療計画を担当している部署が多岐にわた

っています。それぞれに４〜５⼈担当者がいます。そもそも 6次計画が読まれておらず、６

次計画について内容を理解している担当者がほとんどいませんでした。またロジックツリ

ー（＝ロジックモデル）や政策評価の仕⽅も普段はあまり聞かないし、PDCAも関しても意

識している⼈はほとんどいませんでした。やはり新しい計画をつくる際、庁内でも関係者が

共有できる仕組みが⼤切だと実感しました。 

 第７次計画の期間が 2018（平成 30）年度からだったので、策定の前の 2017（平成 29）

年度に新しい医療計画は基本ロジックツリーを使って系統⽴ててつくっていきました。論

点を明確化していくことと、⽂

章が羅列化されている形だった

ので極⼒分かりやすい短⽂化

と、あとはグラフや表などを使

って必要な部分は⾒える化を図

っていく考えでした。 

 担当者 1 ⼈で考えても、多岐

にわたるため 1 ⼈ではできない

ものなので、関係部署に理解し

てもらわないといけません。

2016 年度の後半、2017 年の１〜３⽉に、2017 年度にこういった建て付けとしてロジック

ツリーを紹介し、基本的な施策マップはロジックツリーをつくって⽂章を記載していくと

いう枠組みを理解してもらうのに４、５か⽉かかりました。 

毎年、医療審議会で評価しているのは、施策をどうしているのかということで、５疾病４

事業に限らず医療計画に記載している取り組みすべてにロジックツリーを導⼊したため、

毎年評価する個別施策は 200 ほどになりました。評価が⼤変でしたが、取り組みについて

「計画通りにした」「ほぼ計画通りにした」「できなかった」などの評価をして医療審議会に

報告するようにしました。分野ごとにみると、評価の仕⽅はきちんと体系的にできたのと、

何よりも担当者が理解できるようになったので⾮常によかったです。 

 

庁内において、第７次医療計画策定の基本的方向性を共有し、
原案を作成、その後、関係者との協議によりブラッシュアップ

庁内WGで、第７次計画の基本的な考えを説明し、⽅向性の認識を共有。

⑴ 現状の把握、課題の抽出 【平成29年１⽉から３⽉】

⑵ 必要な施策の検討（ロジックツリーの活⽤）【平成29年４⽉から７⽉】
施策の検討にあたっては、ロジックツリーを活⽤し、施策の結果が
課題に対してどれだけ、影響をもたらしうるかという観点を踏まえ検討。

既存の厚⽣労働統計や国から提供されるレセプト分析情報等を
⽤いて、現状と課題を把握。

2 (3)第７次医療計画策定に向けた進め方

各種会議（医療審議会、救急医療対策審議会、周産期医療協議会、在宅医療推進
部会等）において、原案を協議し、内容をブラッシュアップ。

１ 庁内における検討（庁内WG参加グループでの原案の検討）

原
案
∞
検
討

２ 医療審議会等における検討【平成29年８月以降】

20
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 課題としては、継続的に計画策定に関わる⼈に伝えていくことが挙げられます。⾏政的に

は予算を確保するため計画を

⽴てて、あとは⽇々、国から「こ

ういうことをしてください」と

⾔われてやっていくことが多

いのですので、こうした医療計

画の策定⽅法のメリットを感

じてもらうというのは、誰かが

伝えていかないと厳しいと思

いました。 

 
 

② 滋賀県健康医療福祉部 医療政策課企画係   村岡佑哉さん 

  私が担当したのは昨年からなので、第 7期の計画が策定された後に担当になりました。

さきほど⼤阪府庁の畑⼭さんは計画をつくるところからご尽⼒されたということですが、

私は「これから中間評価に向けてどうしていくのか」ということをお話させていただきま

す。 

 保健医療計画の分野ごとの構成ですが、滋賀県では整理されており、「⽬指すべき姿」「取

り組みの⽅向性」「現状と課題」「具体的な施策」「数値⽬標」とかが挙げられています。⽬

指す⽅向が最終アウトカムとか分野アウトカムになり、⽅向性ということで中間アウトカ

ムが分かり、具体的な施策として初期のアウトカムとすると、⼀⾒ロジックモデルができる

かな、と思います。 

進捗管理で、評価に際しては施策および事業の結果（アウトプット）のみならず、各施策

が計画における「⽬指す姿」の実現に向けてどのような影響を与えたか、また効果を発揮し

ているかという観点を踏まえたうえ

で、その後の施策の改善につなげます、

ということが掲げられております。 

ただ、評価対象が「協議会を開催し

た」などのようにアウトプットが中⼼

のもので、指標の改善という部分でい

うと、アウトカムの改善からは全然⾒

えない部分があり、単純に⾏政がやっ

たことだけを書いている状況でした。

¢ これまで（第６期計画）の進捗管理の方法

↓各事業毎に進捗管理シートを作成し、データを毎年度更新

6

保健医療計画の進捗管理

１ がん

（数値）目標項目 （当初）現状値 目標値
H28年度末 H29年度末 【評価】

（更新）現状値 （更新）現状値 前年比 総括

75歳未満 年齢調整死亡率
（人口10万人あたり）

H22
75.0
男性96.8
女性54.3

H29

63.7
男性82.4
女性46.6

H27
69.4(全国2位）
男性86.0（2位）
女性53.6（9位）

H28
70.0(全国7位）
男性88.1（7位）
女性53.8（8位）

B-
B-

B
B

がん検診受診率 H22

胃がん27.9％
肺がん16.3％
大腸がん24.0％
子宮がん29.2％
乳がん29.3％

すべての受診
率について
50.0％

H28

胃がん37.1％
肺がん41.1％
大腸がん38.8％
子宮がん33.2％
乳がん34.2％

－ －

※
※

※

※
※

B
B

B

B
B

成人の喫煙率 H21
男性38.4％
女性7.4％

H34
男性27.2％
女性4.4％

H27
男性 29.１%
女性 4.0%

－ － ※
※

B
A

５年間の取組・実績 第６期計画の評価 今後の方向性

①がんの予防、②がんの早期発見、③がん医療の施策、④生活と
治療の両立をめざした取組として、
○がん検診の受診率向上と検診精度の向上のために、がん種別
ごとの部会、部会長会議を開催した。
○がん検診従事者の質の向上のために従事者研修会、読影力向
上のための研修会を開催した。
○がん対策に携わる関係者に対して研修、情報提供等の会議を
圏域ごとに開催した。
○がん医療の均てん化を図るために、湖西圏域に地域がん診療
病院を指定した。
○病理診断不足解消のために、遠隔病理診断体制整備を行った。
○地域連携の円滑化、身近な場所での治療のためにがん地域連
携クリティカルパス、緩和ケアパスの運用を開始した。
○「滋賀県がん対策の推進に関する条例」を施行し、がん対策を
一層強力に推進することとなった。(平成25年度)
○「滋賀県がん対策推進基金」を造成し、民間の啓発活動、患者
支援等の活動を支援することにより県民目線の取組が広がった。
(平成26年度～)

○75歳未満年齢調整死亡率は70.0と低下していおり、全国でも上位にあ
るが目標には達成しなかった。
○がん検診受診率は目標の50%には届かないものの、向上してきている。
○市町がん検診の精度は向上し、精検受診率は４がん検診が９０%を超え
ている。全て全国でトップレベルの精検受診率であり、今後も維持向上が
必要である。
○高島市民病院の地域がん診療病指定やがん診療連携拠点病院の充
実強化、緩和ケア提供体制の強化などにより、各医療圏域においてがん
医療の均てん化が進んだ。
○新たな課題として、生活と治療の両立支援等就労を含めた社会経済的
な問題や、小児から高齢者までライフステージに応じたがん対策等に取
組を始めたところであり、引き続き充実強化が必要。

○死亡率減少のため
にがん検診受診率向
上を目指す。
○市町がん検診だけで
なく、職域のがん検診
においても精度管理が
出来て評価する体制を
検討する。
○更なるがん治療の均
てん化、診療の質の向
上を目指し、ライフサイ
クルに応じたがん診療
を提供する。

指標が毎年度更新されない

アウトプット中心の実績 数値目標と評価がリンクしない

ロジックツリーを医療計画に活用したことで感じたこと

最後に…
お伝えしたいこと

・医療計画を体系的に再構築する過程で、

関係団体や庁内WG関係者と今後の方向性について

具体的に認識を共有することができた。

※ただし、他者に仕組みを理解してもらう必要がある

（特に上司）ので、論理立てた考えを整理しておくことが

必要。これが結構難しい…。

・その結果、関係団体や庁内WG関係者から感謝され、

自分の取り組んだことに自信を持つことができた。

施策、取組の実効性を⾼める⼿段として、ロジックツリーは、有⽤。

37
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指標は分析したというより、測ったものを書いているだけで、指標と評価がリンクしない形

でした。 

 

そこで今後の進捗評価ですが、いまのところ全然つくれていません。「どうしたらいいの

か」ということで、松本さんとか埴岡さんに相談させてもらいながら、松本さんからご紹介

のあったマニュアルで説明しているロジックモデル、評価シートなどを滋賀県としては積

極的に使っていきたいと思っています。 

課題として、私が実際に作業してみて思うことは、ツリー図作成作業から、滋賀県の計画

では⽬指すべき姿（最終アウトカム）と指標がリンクしていない、ということは結構あると

思いました。さきほど⼤阪府庁の畑⼭さんか

らも話がありましたが、担当者でロジックモ

デルを確認する作業が必要と思います。 

 事業担当者の認識の共有については、「計

画がどういったものなのか」「どういった意

義、性質のものなのか」について担当者間で

共有しないと、計画の策定や評価がないがし

ろにされるところがあると思っており、その

点はしっかりとしていきたいと思います。 

 中間評価に向けた課題としては、実際に⾏政として、たとえば次の改定でいうと、第８次

医療計画で４年後となるものの、そうした先を⾒越して施策を実施しているのか、というこ

とです。基本的には単年度予算で対処療法的

に対応している部分、「今年はこれを困った

から来年はこれをしよう」など、あまり先の

視点は⾒えていないのかと思うことがあり

ます。 

 次いで、計画の主軸を担う５疾病５事業、

在宅担当者の負担ということで、基本的に担

当者はすごく忙しいです。⾃分の仕事をして

いるだけで精いっぱいというなかで、こうい

う指標の管理や進捗の管理という新たな仕事をしてもらうというのは⼤変な部分がありま

す。そうした⽅々にとって、計画の優先順位や位置づけを確認しないといけないと思ってい

ます。 

最後に⾏政にとって保健医療計画の役割ですが、基本的に政策を進めていくときの設計図

中間評価に向けた取組

¢ツリー図作成作業から見えてきた課題

→目指すべき姿（最終アウトカム）と指標がリンクしていない

¢事業担当者に対するロジックモデルの再確認（村岡含む）

→ロジックモデルの勉強会を庁内で開催すべきではないか

※１１月１５日に計画関係者に対して講師を招いて研修会を実施予定

¢目指す姿（最終アウトカム）につながる指標の再検討

¢事業担当者との認識の共有

→そもそも医療計画はどういった意義・性質のものなのか
9

¢行政は数年先を見越した施策を実施しているのか

→単年度予算による対処療法的施策が中心ではないか

→とりあえずの進捗管理では同じことの繰り返し

¢計画の主軸を担う５疾病５事業、在宅担当者の負担

→多忙な職員に多大な作業を課す

→事業担当者にとって計画策定の優先順位は？

¢行政にとって保健医療計画の役割とは

→事業実施の設計図？ 作成作業（１年間）の成果物？

10

中間評価に向け担当者が感じる課題
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というものになるものと思います。計画策定の時期に１年間いろいろ作業して計画をまと

めて冊⼦をつくって「あぁ、できてよかったな」という形で、成果物として計画をつくるこ

とがゴールになってしまって、そこで終わってしまう部分が正直あるのかなと感じます。そ

うではないということを確認しないといけないと思っています。 

 
 

③ 千葉県市川市役所保健部 保健センター健康⽀援課  松﨑順⼦さん 

 私は保健師で、2018 年度から市川市の統括保健師という⽴場をいただき、いま現在に

⾄っております。先⽇、埴岡先⽣にご講義いただいたので、その様⼦を話させていただきま

す。 

私は課⻑職のときに、⾃殺対策や⾷育推進計画策定に携わった経験があり、環境清掃部で

も廃棄物処理計画や環境関係の計画策定等にも携わってきました。今回の市川市に埴岡先

⽣を招いた経緯としては「保健分野でも健康課題を抽出し PDCA で動かしなさい」と研修

や上司から⾔われるが、若い保健師は⾃分が担当している事業とどう結びついていけばわ

からないでいました。今年の 5 ⽉に市川健康福祉センターで埴岡先⽣の「ロジックモデル

の活⽤」研修で「事業を回す」「PDCA をどうやって回すか」がすごく分かりやすかったと

いうことでした。市川市でも先⽣をお呼びして勉強したいという経緯です。 

今回の講義は９０分という短い時間で、マニュアルの構成を簡単にお話いただいて、そ

れから⾃分たちの事業に落とし込んだロジックモデルづくりを演習しました。介護予防分

野で認知症、それと⾃殺対策、⺟⼦保健分野３つ計５つのグループに分かれて実施しまし

た。「⽤語はなかなかな理解できない」という⼈もいましたが、具体的にロジックモデルに

⾃分たちの事業を落とし込むと分かりやすかったです。若い保健師のほうが理解は早くど

んどん進めていきました。参加者は⼤⽅、満⾜しました。 

保健師は理論から⼊るというのがとても苦⼿ですが、今回の講義を通じて「理論があっ

て実践している」という⾃分たちのやっている姿が⾒えてきたのかなと感じました。マニュ

アルをみてすぐになかなかできるわけではないので、こうしたワークショップをすること

で有意義にできたのではないかと思います。 

事業評価については、あるべき姿とアウトカムの指標をつくるところで、「あるべき姿は

出しやすいが、アウトカム評価は⼤学の先⽣とかいろいろな⽂献を知っている⽅に教わら

ないと難しいため教わることも⼤事」という指摘もありました。 

また、ロジックモデルつくっておくことで異動の際に引き継げるので、これはぜひつくら

ないといけないのでは、ということになりました。どうしても事業評価は、そうであっては

いけないのですが、⾏政の⽴場で評価しがちですが、ロジックモデルを使って住⺠サイドに
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⽴った評価ということを感じることができたということで、⼤変短い時間の講義でしたが、

実りのある時間を過ごさせていただきました。 

 

 

４―２）がん計画策定・評価⽀援実践者の⽴場から 

 特定⾮営利活動法⼈がん政策サミット事務局  岩井万喜さん 

 がん政策サミットはアドボカシー活動といって、政策や制度を変えていくことで患者さ

んの状態をよくしていくことを⽬指しています。その取り組み⽅として、患者さんを中⼼

に、議員、⾏政、医療提供者、企業・⺠間、

メディアが協働することが必要だと考え

ており、私たちはこれを「六位⼀体（ろく

みいったい）」とうたっています。 

がんの領域では、患者さんの政策への参

画が⾮常に進んでいますが、まだまだ⾜

りません。私たちはこの活動を１０年ぐ

らいしていますが、患者さんはすごい熱

意があるものの、議員や⾏政の⽅と論理

的に話しをすることが苦⼿な傾向にあると感じています。アドボカシー活動は、「右⼿に情

熱、左⼿に論理」が必要で、私たちはデータに基づいた論理的なアプローチの側⾯をメイン

に⽀援しています。  

 今年８⽉にがん政策サミットを開催した際には「誰にでもできる！がん計画中間評価ガ

イドブック」を作成し、都道府県別グループワークとしてがん計画の模擬中間評価をしてみ

ました。マルチステークホルダーの複

数⼈でのぞんだ県から、⼀⼈作業の県

まで様々でしたが、参加した３１都道

府県すべてのグループで模擬中間評

価シートの最後の ABCD の判定まで

いくことができました。つまり、あま

り政策や医療に詳しくない⼀般住⺠

の患者さんでも、ある程度のサポート

があれば政策評価ができるというこ

とを実感できました。 

NPO法人がん政策サミット自己紹介

患者アドボカシー活動を支援

2

がん政策サミットの理念

日本全国どこに住んでいても、患者・住民の「いのち」「生活の質」
「尊厳と安心」が最良の状態になることを目指します。

患者アドボカシー活動とは:
患者さんの立場に立って、政策や制度面から
問題解決に取り組む活動

その活動に取り組む人を、患者アドボケートと
言います。

がん政策サミットは、患者アドボケートが必要
とする「情熱」と「論理」のうち、論理面の支援
と、①患者、②議員、③行政担当者、④医療
提供者、➄メディア、⑥企業・民間、の六位一
体でアドボカシー活動に取り組むことを支援し
ています。

7

マルチステークホルダーによる模擬中間評価の研修

ガイドブックに沿って行ったところ、全県、
作業シートを完成させることができた。

患者さん、一般市民でも、少しのサポートがあれば、できます!!
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参加者アンケートでは、たとえば中間評価のやり⽅に対する理解が伸びています。⾃県の

計画の中間評価への参加意欲も⾼まって

いますし、がん対策を活発化する取り組

みへの意欲も⾼まっていました。 

 

なぜこうした計画評価に⼀般住⺠であ

る患者さんが必要なのでしょうか。私た

ちのガイドブックでは、⽂章で書かれて

いるがん計画を、分野ごとにロジックモ

デルという図式に落とし込むことを提唱

しています。分野ごとの最終⽬標は、「患

者があるべき状態」です。「患者があるべき状態」というのは、患者さんにしか分からない

部分があると私は思っています。どんなに専⾨家が考えても、患者さんに聞かないと分から

ないので、計画評価には当事者である患者さんが必要だと思っています。 

 

 私個⼈の⾒解なのですが、実際にこれから中間評価の議論を進めるにあたりお薦めした

い点が２点あります。それは「ファシリテーション」と「情報共有」です。 

 議論をするとき、当事者である患者さんのみならず、すべてのステークホルダーが⾃分の

⽴場とか置かれている状況に左右されて、視点がだんだん⼩さくなっていく傾向が⾒られ

ます。そのため⾃分の利害のあるものについて声が⼤きくなることが結構あります。また、

議論が脱線することもあるため、中⽴的な⽴場で議論を進⾏するファシリテーターを置く

ことを強くお薦めします。実際の評価は、がん対策推進協議会の部会などで議論する場合も

多いかと思いますが、ぜひ部会員に加えて中⽴的な⽴場の⼈を、そうした⼈を⽤意できない

場合は、たとえば⾏政の⽅が⾏政の⽴場ではなくファシリテーターの⽴場でもう⼀⼈参加

するなどが必要だと思います。 

グループワークでは他チームの情報を

共有することが有効であることを実感して

います。同じ段階を踏んで議論を進めてい

ても、こっちのグループはうまく話が進ん

でいるのに、別のグループはつまずいてい

るという場⾯があります。そうした場合、私

はマイクを使って「こちらのグループでは

このように進んでいますが、みなさんのグ

がん計画模擬中間評価を行った「がん政策サミット」
参加者アンケートの結果

4

8

実際の評価に導入を勧める点 実際の評価に向けた課題

ファシリテーション

• 評価の議論をする際には、当時者以外の
ファシリテーターを置くと良い。

• ファシリテーターは、常に全体像を見るよ
うにし、事あるごとにロジックモデルの「そ
のために」「だからこうなる」という関係性
を確認するよう声かけを行うと良い。

• 発言者の考えを整理するために、あえて
質問をするなどする。

• 常に患者さんが議論に加われているかに
配慮する。

他チーム情報の共有

• 考え方などが上手くできているグループ
の事例を、適宜他のチームにも共有する
ことで、議論の行き詰まり解決できること
がある。

行政担当者の熱意と県の理解

• 前例にない方法での評価を行うことに対
する、担当者の意気込みと周りの理解・
協力が必要。

ノウハウの伝授

• 評価手法を、協議会等の評価組織の委
員全員に理解してもらう必要がある。

患者不在

• 政策評価議論に参画できる患者さんは、
全県にいるわけではないので、出会いと
支援が必要。

マルチステークホルダーによる研修からの学び【私見】
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ループではどうですか。議論が進んでいないグループはそれを採⽤したらどうですか」な

ど、会場全体の進⾏状況を⾒ながら良い事例を共有することに努めています。この学びを実

際の評価に置き換えると、ファシリテーターが、他の部会の情報や他県の好事例情報を持ち

合わせ、議論の途中に情報共有をしていくことで、話のつまずきを最低限にできることが期

待できます。 

 

 がん政策サミットが直⾯する現実的な課題の⼀つに、がん政策サミットに参加者した⾏

政官が成果を実感できた⼿法を⾃県に持って帰っても、上司の理解が得られないため、実⾏

に⾄らないということがあります。また、良いと思って持ち帰った評価⽅法について、仲間

に理解してもらうことも課題です。さきほど⼤阪府庁の畑⼭さんから「関係者への説明に

４、５か⽉かかった」というお話もありましたが、まさにこの点です。さらには、全国的に

⾒たら、政策評価に参画できる患者さんが⾜りていない、不在の県がある、ということも課

題です。 

 

 先⽇、がん計画の中間評価の実施に関してのアンケートをしたところ、「実際に中間評価

をする」と答えたのは２７県でした。計画⽂に中間評価を⾏うことを記載している都道府県

は 20 ですので、7 県は計画策定段

階では書かれなかったけれど、中間

評価する予定と前向きになりまし

た。 

ただ「やり⽅について⽬途が⽴っ

ていますか」との問いに、「ついて

いる」と回答したのは２県のみで、

25県は「これから検討します」とい

う回答でした。 

悩みとしては、「データ不⾜」「⾏

政が多忙」「ノウハウ不⾜」という

のが明らかになっています。⼀⽅で、中間評価を⾏わないという県もあります。理由として、

「毎年、進捗評価しているので中間評価する必要があるのか。その必要性を説明しきれな

い」というご意⾒が多くありました。しかしながら、中間評価は「⾏っている施策が効果を

出して、患者さんに届いているか」を⾒る評価であり、「施策が予定通り進捗しているか」

とは異なります。こうした評価に対する誤解もアンケートから⾒えてきました。 

これらの結果から、評価⼿法の提供や、指標データ値の提供などが求められていると考え

がん計画中間評価実施に関するアンケート 結果

1. 貴都道府県では、がん
計画の中間評価をする予
定がありますか。(N=46)

ある

27未定/
検討中
11

ない

8

検討中/
これから検討

25

ついている

2

3.中間評価のやり方に
ついては目途がついて
いますか。(N=27)

4.中間評価を行う（検討する）にあたって直面している（想定される）困難を教
えてください。(N=46)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

データ不足

行政が多忙であること

ノウハウ不足

行政の人手不足

研修などの支援不足

会議体の専門職委員の理解不足

会議体の患者関係委員の理解不足

その他

主には、毎年進捗評価を行っているので中間評価をする
必要があるかどうか検討する必要がある、というご意見

47都道府県のがん対策担当者を対象に2019年10月に実施
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ており、現在、がん政策サミット事務局でもそれらを⽀援する準備を進めているところで

す。 

 

４−３）厚⽣労働省「医療計画の⾒直し等に関する検討会」の動向など 

認定 NPO 法⼈ささえあい医療⼈権センターCOML   ⼭⼝育⼦さん 

 私たちのグループは 1990年から活動しておりまして、今年 8⽉で丸 29年を迎えて現在、

30年⽬の歩みを進めております。活動を始めた 1990年というのは、がん患者にがんという

病名を伝えることすらなかった時代でした。つまり、患者に情報が完全に閉ざされていた状

況だったのですが、そのなかでもっと患者が主役になって医療に参加、主体的に参加してい

くことを⽬指して活動を始めたグループです。特に、医療現場に患者と医療者のよりよいコ

ミュニケーションをどう構築していくのかということをめざして、さまざまな活動をして

きました。 

医療計画とのかかわりとしては、厚労省の「地域医療構想の策定ガイドラインに関する検

討会」が 2014 年 9⽉から 16年 4 ⽉まで、14 回開催されましたが、私は構成員として関わ

ってきました。さらに 16年 5⽉から構成員がほぼスライドする形で「医療計画の⾒直し等

に関する検討会」が再び始まり、今年 10⽉ 18

⽇に 15回⽬が開催されました。 

患者の⽴場としての構成員はおそらく私１

⼈であり、何を伝えてきたのかというと、「地

域医療計画を策定する際、評価をする際に住

⺠参加を進めてほしい。そして住⺠への分か

りやすい情報提供・公開をしてほしい」という

ことです。 

2018年度から 23 年度までの第７次医療計画の考え⽅では、「患者や住⺠にわかりやすい

ように記載する」と書いてあります。でも書いていることだけに終わっていることが多いの

で、本当の意味で分かりやすくするためには、

住⺠が関⼼を持って実際に読んでみて、分か

りやすいかどうかということが⼤事なのでは

ないかと思っています。 

検討会では、第７次医療計画に記載された

５疾病５事業、在宅医療についての課題につ

いてそれぞれの課題を整理し、必要に応じて

中間⾒直しに反映が適当な事項をとりまと

医療計画とのかかわり

• 2014.9～2016.3 14回開催された「地域医療
構想策定ガイドライン等に関する検討会」

• 2016.5～ 10月18日に第15回目が開催され
た「医療計画の見直し等に関する検討会」

• 地域医療構想や医療計画策定、見直しへの
住民参加の必要性と住民へのわかりやすい
情報提供・公開を主張

第15回医療計画の見直し等に関する検討会（2019年10月18日）

医療計画の中間見直しの進め方について

• 第7次医療計画（2018～2023年度）に記載された
5疾病・5事業及び在宅医療について、それぞれ
の課題等を検討し、必要に応じて中間見直しに
反映が適当な事項を取りまとめる。国は「医療計
画作成指針」に必要な修正をおこなう。

• 中間見直しに向けて検討していくもの（2019年度
中）
指標について
・5疾病・5事業及び在宅医療ごとの課題の把握
・指標の見直し
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め、国は医療計画作成指針に必要な修正を⾏うということになっています。話し合いは急ピ

ッチで⾏われていますが、ただ検討会ではいま、実名公表された公的・公⽴病院のことが話

題のメインになってしまい、医療計画の⾒直しのことを発⾔する⽅がとても少なかった 

のが実情です。  

 その中で先⽇の検討会で私は中間⾒直しに関して以下のようなことを発⾔しました。医

療計画の多くは厚労省の通知に基づいて都道府県の担当職員が「策定しなければならない

から形式的に策定している」ということ

がこれまで多かったのではないか。その

結果どうなっているかというと、⽬標設

定がなく､分かりにくいことが多い。そ

して計画が⽣かされていなくて、たとえ

ば熱⼼な担当者がいればいいのですが、

その⽅が数年で異動してしまうと、継続

されないということを常々感じます、

と。 

その中で、「ＲＨ−ＰＡＣ作成のガイドラインがあります」ということを紹介しました。

私が「いいな」と思ったのは、ガイドを使った職員にヒアリングした声の内容です。いくつ

か代表的なものを会議でお話したのですが、「患者や住⺠の満⾜度を追求する施策が展開で

きた」。これが⼀番⽬指すところだと思います。それが実現できるようなガイドブックにな

っているということは、素晴らしいなと思いました。 

そして「実施した施策が患者にどれだけの効果をもたらしたか客観的に評価できた」。「数

字を出すだけでは計測だ」と埴岡さんはおっしゃっていましたが、まさしくどれだけの効果

をもたらしたのか、それを評価できるのはとても意義があることだと思います。そして何よ

りも「担当者が代わっても継続できる」。これが⾏政の中では必要なことだと思いますし、

「議論がスムーズで同じ⽅向で話し合え

る」ということが挙げられていますので、

この４つを紹介して「これがまさしく望

む姿ではないでしょうか」と発⾔しまし

た。 

ですので、中間⾒直しをするときに、⾏

政の⽅がどういう視点ですればいいのか

⼿法が分からないことがあると思うの

で、ぜひこういうガイドライン、そして今

中間見直しについての私見

• 医療計画の多くは、厚労省の通知に基づいて
「策定しなければならないから」形式的に策定

• 目標設定がない
• 分かりにくい
• 計画が生かされていない
• 熱心な担当者がいても異動すると継続されない

その結果

RH-PAC作成のガイドラインを使用して医療計画を
策定した都道府県職員の声

• 患者・住民の満足度を追求する施策が展開
できた

• 実施した施策が患者にどれだけの効果をも
たらしたか客観的に評価できた

• 担当者が代わっても継続できる
• 議論がスムーズで同じ方向性で話し合える

などなど

まさに望む姿!!
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回はＲＨ−ＰＬＡＮＴのガイドブックがつくられたと聞いているので、ぜひとも利⽤して

いただくような⽅向で今後、内容をご紹介したい」と伝えてきました。 

このあと、⾏政の⽅でどうするのかは分からないのですが、できればＰＨ−ＰＬＡＮＥＴ

の⽅のヒアリングをお願いしたいと要望を出しているところです。多くの⾏政の⽅が「こう

いう⾵にやっていけばきちんとした中間評価できる」というふうにガイドブックやマニュ

アルを使っていただけるようにしていただきたいと考えており、私は応援したいと思いま

す。 

 
５．全体意⾒交換 

進⾏：埴岡健⼀さん 

 

中部地⽅の県庁職員） 

 医療計画や医療政策に携わって５年ぐらいになって、いろいろこうなのか、ということも

あるのですが、もしロジックモデルでするならば、どの分野でするのかということは都道府

県やこうした中で整理をしないとなかなか使われないかな、と思っています。 

あとデータをつくるのは、すごく⼤事かな、と思っています。患者に対して、医療⾏為の

結果がどうなったのかとか、ここの患者はどこの医療機関に⾏っているのかなどのデータ

はほぼほぼまったくない状況で、病床機能報告など国もいろいろデータを整備しましたが、

結局、提供側がしたプロセスや実績になっていて、その結果、患者がどうなったのかという

ところがまったく都道府県になく、かなり⼒を⼊れていかないと整備できない状況にあり

ます。 

つまり都道府県に何ができるのか、そこにロジックモデルをどうはめるのかということと、

データをどうするのか、を提⾔すればいいのではないかと思います。 

 

近畿地⽅の県庁職員） 

この４⽉から、この医療計画を担当しています。昨年までは別の担当で仕事をしていたの

で、この分野はあまり詳しくなく、計画をつくったことがありません。おそらくいまの県の

医療計画の⽴て⽅は、お話いただいた滋賀県とほぼ同じで、アウトカム指標を設定して個々

の政策につながっているという状況ではないと思います。 

 なので、医療審議会などで年度の進捗を報告しなければならないときに、⾮常に困る場

⾯があるような状況になっている。要はインパクトの評価ができにくいということです。確

かに数の増減は分かるのですが、その要因や、もともとの指標が⽋けている部分をどうする

のかを今後、中間評価、中間⾒直しに考えていかなければならないな、と思っております。 
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関東地⽅の⾃治体職員） 

  私も４⽉に異動して、新たに医療計画などに携わることになりました。それまでは公

⽴病院の経営企画部⾨にいました。 

 私が所属する⾃治体（政令指定都市）では、都道府県に準じる形で保健医療プランを独

⾃に策定しており、私も異動してきて初年度の単年度振り返りを担当しました。スキーム⾃

体はある程度、前任者がつくってくれていたところですが、実際に関係する各課から出てき

た評価を⾒ると、やはり評価にばらつきがある。やったことの羅列になっていて、という評

価も多く散⾒され、とてもまとめることが難しいと思ったところです。 

来年度は我々も中間振り返りと、それを踏まえた計画の⾒直しを⾏います。私も初めての

経験なので、どこまでやっていくのか、あるいは実際にやってもらう関係部署にどういう⾵

に伝えていくのかというところを悩んでいるところでした。ちょうど本⽇このような機会

をいただいたので、マニュアルなども参考にさせていただき、⾃分⾃⾝しっかりとした考え

をもって、しっかりとできればと思っています。 

 

埴岡さん） 

 それでは、きょうの場を踏まえて、ラップアップしていきたいと思います。きょうのゴー

ル設定は、今回策定されましたガイドブックとマニュアルが使っていけるものなのか、とい

うところと、⾒ていていただき、改善して深めていきたいということです。これまでのこと

を踏まえ、演者の⽅々にお話をいただきたいと思います。 

  

千葉県市川市・松﨑さん） 

若い保健師がいろいろな意欲を持って事業に取り組んでいます。最後に１年間のまとめ

をするのですが、まとめ⽅をこのような形ですれば、みんなの⼒にもなっていくので、いい

かなと実感しています。 

 

⼤阪府庁・畑⼭さん） 

 きょう皆さんのお話を聞かせていただき、前回、私は医療計画をつくるときはＲＨ−ＰＡ

Ｃを参考にさせていただき、さらにその中⾝について、ブラッシュアップをしていくこと

は、⾏政担当者にとってありがたいことと思います。また実際に医療計画をつくっていると

きに課題になっているようなことを担当者として提⽰できるかな、と思いますので、⼀緒に

ブラッシュアップを図っていきたいと思うことと、できたら全国にまたすごく影響を与え

ていくことに繋がるかな、と思うので、できれば協⼒して進めたいと思っています。 
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滋賀県庁・村岡さん） 

 今回ＲＨ−ＰＬＡＮＥＴにはたいへんお世話になりましたし、これからもたいへんお世

話になっていきたいと思っております。可能性はすごくあると思っています。課題として

は、⾏政の⽴場としては、きょうは私が聞いているのですが、施策を担当する⾏政関係者、

さらに医療関係者の⽅々にもこうした評価を広めていくことが必要かと思っています。引

き続き、みなさんと協⼒して進めていきたいと思います。 

 

コムル・⼭⼝さん） 

 各都道府県の好事例が共有されて、それが広がっていって、でもそれが好事例ではなく当

たり前になることが⼤事かなと思っています。こうした場でいろいろな話を聞かせていた

だくことを、有効なところで紹介できたらと思いますし、ぜひこんな⾵にやってうまくいっ

たということを具体化して発表していただくことを繰り返しやっていただきたいと思いま

した。 

 

埴岡さん） 

 さきほど松本さんのスライドでしたか、機が熟してきたというか、こうした会が開かれて

具体的な話ができ始めたと。そしていろんな資材もこれから整ってくるということで、最初

のこうした塊（かたまり）が進んでいけば、次の塊、そして次の塊というふうに広がってい

く筋道がつきつつあると思います。たいへん時間不⾜の中で⼗分に議論はできませんでし

たが、これが第⼀回の会ということで、また２回、３回とするうちに、いろんな資材も整い、

各地のいろんなトライアルの情報も⼊ってくると思いますので、引き続き続けて⾏ければ

と思っております。 

 

吉⽥さん） 

 たいへん駆け⾜でしたが、みなさまのご協⼒のおかげで実りある時間を過ごせたと思い

ます。私たちでは、ウェブとかメールも使ったやりとりで進めていきたいと思います。その

ときの約束事みたいなものをミッションステートメントとして挙げていますが、基本はみ

なさんいろいろな⽴場を担いながらも１⼈称で安⼼して語れる場にしていきたいと思いま

す。「うちの県でしたらこうだったよ」ということをお気軽に挙げていただき、それに対し

て皆さんからアドバイスをしたりするような場をつくっていければと思っております。き

ょうはありがとうございました。 

以上 


