
滋賀県保健医療計画の中間見直し、
中間評価に向けて

令和２年５月１６日

滋賀県健康医療福祉部医療政策課

村岡佑哉



自己紹介

 平成２３年４月 入庁 （健康福祉部健康推進課）

 平成２６年４月 総務部事業課（びわこボートレース場）

 平成２９年４月 東京本部（政策研究大学院大学）

 平成３０年４月 健康医療福祉部医療政策課

 令和２年４月15日 新型コロナウイルス感染症健康医
療福祉部対策チーム 入退院・搬送調整班

2



まず最初に（お断りとお詫び）

 本日皆様にお話する内容については、新型コロナウイ
ルス感染症による影響が生じる前の取組、方針が中心
となっております。

 また、先の自己紹介でもお伝えしておりますとおり、保
健医療計画担当者が４月15日に異動となり、滋賀県に
おいて本日記載の内容に基づく保健医療計画中間見
直しの取組ができない恐れがありますことをあらかじめ
ご了承いただきますようお願いいたしますm( _ _ )m
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第７期滋賀県保健医療計画

平成３０年（２０１８年）３月改定

計画の基本理念

『県民ひとりひとりが輝ける
健やかな滋賀の実現』

～健康的な生活を送るため「医療
福祉」の推進と地域包括ケアシステム
の深化～
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保健医療計画で目指す５つの姿

1. 県民一人ひとりがそれぞれの地域で自分らしく健康的
に暮らしている

2. 高度・専門医療の充実により、効果的な医療サービス
が提供されている

3. 医療機能の分化・連携が図られ、その人に応じた医療
サービスが提供されている

4. 高度急性期から在宅医療・介護、そして看取りまで切れ
目なくサービスが提供されている

5. これらのサービスの提供を支える地域の医療福祉の体
制が整備されている

第７期滋賀県保健医療計画
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保健医療計画の分野毎の構成

分野アウトカム

中間アウトカム

個別施策
（アウトプット）

一見、ロジックモデルによる分析が可能に見えるが・・・

指標の設定 6



 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

保健医療計画の進捗管理

（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
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滋賀県版ロジックモデル（脳卒中）
滋賀県保健医療計画施策ロジックモデル

関連指標 関連指標

関連指標

脳血栓回収療法実施件数

関連指標

関連指標

関連指標

脳卒中地域連携クリティカルパスの運用件数

関連指標

医療機関相互、介護サービス事業所等との医療連携体制の構築 在宅療養が可能な体制の構築

介護支援専門員を中心とした多職種関係者の資質の向上

関係機関・団体の連携による服薬状況、危険因子の管理の推進 再発予防のための医療の実践と生活管理

地域連携クリティカルパスの活用の促進と効果的な運用

適切な神経心理学的評価と総合的なリハビリテーションの推進 脳卒中地域連携クリティカルパスの運用件数

回復期から維持期にわたる包括的な疾病管理が継続されるこ
とで、重症化を予防し、自分らしい生活が継続できる

生活の質の向上に向けたリハビリテーションの提供体制の整備

t-PAによる脳血栓溶解療法実施件数

リハビリテーションが切れ目なく提供される医療連携体制の推進 病期に応じたリハビリテーションを施行できる体制の構築

医療需要に応じてネットワークの構築

ブロックごとに関係機関で構成する救急医療体制の検討の場

脳卒中の初期症状に関する県民への啓発
発症後の速やかな搬送と
専門的な治療が可能な連携（ネットワーク）体制の構築

脳卒中医療機関の周知、治療実績の把握

速やかに専門的治療が開始できる院内体制の構築

脳血管疾患による年齢調整死亡率（人口10万対）

研究や県民啓発活動による脳卒中対策の促進

滋賀脳卒中センターによる情報収集と解析の推進

脳卒中

具体的な施策(アウトプット） 取組の方向性（中間アウトカム） 目指す姿（分野アウトカム）

健康教育、健診、保健指導などの取組を推進 若年からの発症予防、生活習慣病の改善と管理
全ての県民が脳卒中について知ることで、発症・重症化を予
防するとともに、発症後速やかな救急搬送と専門的な医療が
提供されることで、死亡率を減少する

関連指標なし

関連指標なし

関連指標なし 8



第7期滋賀県保健医療計画のロジックモデル要素数
（ ）内は指標数

分 野 Ｃ 個別施策 Ｂ 中間アウトカム Ａ 分野別アウトカム 指標数計

がん 31（０） ４（７） １（４） （11）

脳卒中 17（１） ５（３） ２（２） （６）

心筋梗塞 10（０） ３（１） ２（４） （５）

糖尿病 11（２） ４（１） １（１） （４）

精神疾患 53（１） ２（２） １（３） （６）

救急医療 15（０） ６（４） １（０） （４）

災害医療 13（０） ８（５） １（０） （５）

小児医療 19（４） ９（２） ２（０） （６）

周産期医療 13（３） ５（０） １（２） （５）

へき地医療 12（０） ３（１） １（０） （１）

在宅医療 27（７） ６（３） ２（０） （10）

計 221（18） 55（29） 15（16） （63）



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？

中間評価に向け担当者が感じる課題
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中間評価に向けた課題
 これまでの進捗管理はアウトプット中心の実績評価であり、数値目
標との評価がリンクしていなかった

 ロジックモデル作成作業から見えてきた課題

→目指すべき姿（分野アウトカム）と指標がリンクしていない

 目指す姿（分野アウトカム）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

 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

外部講師を招いて研修会を実施
11



開催の趣旨
 令和２年度の中間評価に向けて、担当職員が基本施策と取
組との関係性を見直し、論理的な思考による取組と成果の
まとめ方（ロジックモデル）の下、なるべく客観的で定量的な
数値目標が設定できることを目指し、指標設定の目的、考え
方、実践方法等について講義いただく勉強会を実施する

対象者
 滋賀県保健医療計画の他、各種計画策定・進捗管理に関わ
る所属長および実務担当者

 その他ロジックモデルによる政策評価や計画策定に興味・
関心のある職員

→５疾病５事業、在宅医療担当者以外にも保健所長

や部外職員など計２８名が参加

中間見直しに向けた研修会概要
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埴岡健一先生
国際医療福祉大学大学院教授（医療福祉経営専攻）

松本佳子先生
東京大学高齢社会総合研究機構学術支援専門職員

中間見直しに向けた研修会講師
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① ロジックモデルを活用した政策評価

 埴岡先生から政策評価の基本と意義、ロジックモデルを活用
する有用性についてわかりやすく講演

② ロジックモデルを活用した事例紹介

 がん政策を担当している県職員より、滋賀県がん対策推進計
画におけるロジックモデルの活用事例を紹介

③ グループワーク

 松本先生による講義のあと、滋賀県保健医療計画に記載の５
疾病５事業、在宅をロジックモデルにあてはめ、分野アウトカ
ムや指標の設定について確認を行った

 滋賀県保健医療計画の他、先進県（沖縄県、愛媛県）のロジッ
クモデルも参考にしつつ、不足する指標等を補いながら完成
を目指した

研修内容①ロジックモデルを活用した政策評価
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グループワークを通じて感じたことや意見等を発表
取組事項が整理して記載されていてわかりやすい

施策の記載は多いが、成果をみるための指標が少ない

中間アウトカムの指標があまりなく、最終の目標（アウトカ
ム）に近づいているかどうかわからない

プロセス、ストラクチャー指標が多くやったことはよくわかる
が、アウトカム指標が明確になっていない

同じようなことを別の項目で書いている→先にロジックモデ
ルを作ればそういった事は防げるのでは

今の担当業務が計画の中で何を担っているか、県民にどう
貢献しているか業務に関わる全員が計画を理解し、全容を
把握するとよい

 1人で考えずに複数で意見を出し合うことが大事

研修内容③グループワーク
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アンケート①政策（事業）評価に対する意識

向上：６人（23.1%） 向上：１２人（46.2%）

向上：２３人
（88.5%）

向上：２０人
（76.9%）

・研修前後で政策評価に対する意識は前向きに向上
・「評価を自分でもできそう」「評価の具体的イメージ」で向上した者が多く、さ
らなる向上が期待される

N=27
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アンケート②政策（事業）評価に関する知識

向上
15人

（57.7%）
22人

（84.6%）
20人

（76.9%）
16人

（61.5%）
12人

（46.2%）
22人

（84.6%）

・研修前後でいずれの政策評価に関する知識も向上した
・「ロジックモデル」「評価」「県計画の改善余地」の向上が大きかった

平均点

N=27
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アンケート③自由記載

 計画策定にはかかわっていないが、計画の達成度をはかるうえで、様々な評価
指標を設定する重要性に気づかされた。県民の事業効果を説明する上でも重要
であることから、今後の業務にも活かしたい。

 作ったあとに再度ロジックツリーを作ってみることが役に立つと感じました。

 研修を受ける前はロジックモデルは難しそうだなあと思っていましたが、今日のお
話を聞いて、ロジックモデル通りに計画を行えばある程度までは担当レベルでも
評価をできるということが実感できました。

 勉強していかないと整理ができない（忘れる）のでよかったです。基本に戻ること
が大切。中間評価、怖いです。結果も作業も。

 ロジックモデルについては難しかったですが、グループワークを通じて「どのよう
に考えていくのか」ということを学べたのでとてもいい機会になりました。ありがと
うございました。

 慌ただしい時間でしたが、とても充実（たのしかった）してました。違う分野をみる
のも気付きがありますね。ありがとうございます。

 GWがとても参考になりました。
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アンケート③自由記載

 この短時間でやる内容ではないんだろうと思いました。アウトライン
はわかったので、いただいた資料で勉強したい、自分の業務に活か
したいと思いました。

 大変勉強になりました。障害者計画（障害者福祉計画）の改定に役
立てます。

 ロジックモデルの有用性が理解できた。

 自分の担当業務にも活かしたいと思います。またこのような研修や
ワーキングをしてみたいです。

 職員全体で目的共有する必要があると思います。人がへるのに仕事
がへらない現状をロジックで整理すると、事業見直しがやりやすいよ
うに思います。つながっていない事業がみえてくる。

 改めて大変勉強になる機会となりました。評価作業シートにより、評
価作業がイメージできました。職場でもトライしたいと思いました。

 土木関係でも活用できればよいと思います。
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保健医療計画の５疾病５事業、在宅医療の担当者以外の多
分野、多職種の方に参加いただけた

 ロジックモデルについて埴岡先生の講義およびグループ
ワークを通じて理解を深めることができた

 アンケートからも政策（事業）評価に関する意識および知識
が研修前後で比較して向上したほか、ロジックモデルの活
用や評価の実施に前向きな意見も見られた

→以上のことから、中間見直しに向けた職員向け研修会

は一定の成果があったと思われる

ご講演いただきました埴岡先生、松本先生

ありがとうございました。

研修会を終えて
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でいいのか？ 21



研修会の評価

県の住民があ
るべき姿に
なっている

政策評価の基
本と意義を理
解し、ロジッ
クモデルを活
用する有用性
が分かるよう
になる

研修会の開催

参加者数など 参加者アンケート
結果など

県計画の中間評価
状況など

患者状態指標の向
上加速

県の中間評価
の質が高まっ
ている

①理にかなった企画だった？
②やった？

③効果あった？

④費用と労力の割に合っていた？ 出典：2019年11月15日 埴岡健一先生研修会講義スライド22



研修会を終えて→中間見直しに向けて

研修会を通じてロジックモデルの有能性がわかった →今
度どう活かしていくか

指標が足りない→他府県やデータブック等を参照しつつ、指
標の確認・追加

研修会で着手したロジックツリーを整理し完成させる

研修会のグループワークでは時間の都合上評価作業シート
の作成に辿り着くことができなかった

政策評価を「できそう」→「できた」につなげる仕掛けづくり

→新たな「楽しい」研修会の開催（評価作業を中心に）
23



 RH-PLANET（地域医療計画評価ネットワーク）関係者のご
支援の下、ロジックモデルや評価作業シートを活用し中間
見直し、中間評価に向け作業を準備中

保健医療計画の進捗管理（第７期）

24



 研修で学んだことを活かしつつ、 RH-PLANETツール等を活
用して１分野をモデル的に分析を行う

→計画関係者、研修会参加者からメンバーを選定して

取り組むことで、担当者の作業負担が軽減につなげ、

メンバーの政策評価への動機付けを図りつつ、政策

評価アドバイザーを養成する

 厚生労働省からの方針を受け、滋賀県としてどこまで取り組
むのかを認識を確認し、共有する

（中間見直しまでなのか、中間評価まで取り組むのか）

中間見直し、中間評価→第８期計画策定に向けた
取組へつなげるため、庁内検討会を実施

研修会を終えて→中間見直しに向けて

25



中間評価トライアル（庁内検討会）の実施

開催の趣旨

 令和２年度の中間見直しに向けて、中間評価の具体的
作業手順を明示し、各所属の担当職員にとって過重負
担になく、動機づけされる中間評価の作業手順・手法
を明確にするために中間評価トライアルを実施する

取組内容

 主要施策の５疾病５事業、在宅のうち、脳卒中分野に
ついて施策担当者等による中間評価トライアルを実施
し、下記のとおり中間評価の作業手順・手法を検討す
る

 滋賀県いいとこどりロジックモデルの作成

 評価作業シートの作成

 中間評価を踏まえた中間見直し

26



レッツ

トライ!!
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滋賀県版ロジックモデル(第７次計画:脳卒中)
滋賀県保健医療計画施策ロジックモデル

関連指標 関連指標

関連指標

脳血栓回収療法実施件数

関連指標

関連指標

関連指標

脳卒中地域連携クリティカルパスの運用件数

関連指標

医療機関相互、介護サービス事業所等との医療連携体制の構築 在宅療養が可能な体制の構築

介護支援専門員を中心とした多職種関係者の資質の向上

関係機関・団体の連携による服薬状況、危険因子の管理の推進 再発予防のための医療の実践と生活管理

地域連携クリティカルパスの活用の促進と効果的な運用

適切な神経心理学的評価と総合的なリハビリテーションの推進 脳卒中地域連携クリティカルパスの運用件数

回復期から維持期にわたる包括的な疾病管理が継続されるこ
とで、重症化を予防し、自分らしい生活が継続できる

生活の質の向上に向けたリハビリテーションの提供体制の整備

t-PAによる脳血栓溶解療法実施件数

リハビリテーションが切れ目なく提供される医療連携体制の推進 病期に応じたリハビリテーションを施行できる体制の構築

医療需要に応じてネットワークの構築

ブロックごとに関係機関で構成する救急医療体制の検討の場

脳卒中の初期症状に関する県民への啓発
発症後の速やかな搬送と
専門的な治療が可能な連携（ネットワーク）体制の構築

脳卒中医療機関の周知、治療実績の把握

速やかに専門的治療が開始できる院内体制の構築

脳血管疾患による年齢調整死亡率（人口10万対）

研究や県民啓発活動による脳卒中対策の促進

滋賀脳卒中センターによる情報収集と解析の推進

脳卒中

具体的な施策(アウトプット） 取組の方向性（中間アウトカム） 目指す姿（分野アウトカム）

健康教育、健診、保健指導などの取組を推進 若年からの発症予防、生活習慣病の改善と管理
全ての県民が脳卒中について知ることで、発症・重症化を予
防するとともに、発症後速やかな救急搬送と専門的な医療が
提供されることで、死亡率を減少する

関連指標なし

関連指標なし

関連指標なし 28



中間評価トライアル（庁内検討会）の実施①

取組内容

 滋賀県保健医療計画に記載の脳卒中分野について、ロ
ジックに落とし込み、不足する指標について医療計画
策定支援データブック、ロジックモデルを掲載してい
る他県（愛媛県、佐賀県、沖縄県）を参考に追記した。

29



中間評価トライアル（庁内検討会）の実施

他府県のロジックモデルやデータブックを参考にすることで、
不足する中間アウトカムに関する指標データを補うことができる

30

滋賀県保健医療計画施策ツリー図

全ての県民が脳卒中について知ることで、発症・重症化を予防する

関連指標 関連指標

脳血管疾患罹患率

発症年齢の改善

高血圧性疾患患者の年齢調整外来受領率

脂質異常症患者の年齢調整外来受領率

関連指標 関連指標

脳血管疾患により救急搬送された圏域内への搬送率

関連指標

脳血栓回収療法実施件数

関連指標

早期リハビリテーション実施件数

関連指標

在宅等生活の場に復帰した脳血管疾患患者の割合

関連指標

関連指標

脳卒中地域連携クリティカルパスの運用件数（維持期）

訪問リハビリを提供している事業所数

通所リハビリを提供している事業所数

関連指標

脳血管疾患の再発率

ＡＤＬ改善（ＦＩＭ利得数）

発症後の速やかな搬送

救急要請（覚知）から医療機関への収容までに要した平均時間

専門的な治療が可能な連携（ネットワーク）体制の構築

医療需要に応じて二次保健医療圏にとらわれないネットワークの構築

ブロックごとに関係機関（医療機関・消防・市町等）で構成する救急医療体制の検討の場の設置

急性期、回復期、維持期のリハビリテーションが必要な時期に切れ目なく提供される医療連携体制の推進 早期に（急性期）リハビリテーションを施行できる体制の構築

地域連携クリティカルパスの活用の促進と効果的な運用

発症後速やかな救急搬送と専門的な医療が提供されることで、死亡率を減少
する

脳卒中の検査、診断、治療が24時間365日対応可能でt-PAによる血栓溶解療法、脳血管内治療による脳血栓回収
療法を行える医療機関の周知、治療実績の把握

急性期治療を行う医療機関で、速やかに専門的治療が開始できる院内体制の構築 脳血管疾患による年齢調整死亡率（人口10万対）

介護支援専門員を中心とした多職種関係者の資質の向上

t-PAによる脳血栓溶解療法実施件数

回復期リハビリテーションを施行できる体制の構築

県立リハビリテーションセンターを中心とした、適切な神経心理学的評価と、個々の障害に応じた総合的なリハビリ
テーションの推進

脳卒中地域連携クリティカルパスの運用件数（急性期） 回復期から維持期にわたる包括的な疾病管理が継続されることで、重症化を
予防し、自分らしい生活が継続できる

生活の質の向上に向けた切れ目ないリハビリテーションの提供体制の整備

脳卒中地域連携クリティカルパスの運用件数（回復期）

回復期リハビリテーション実施件数

関係機関・団体の連携による服薬状況および危険因子の管理の推進
再発予防のための医療の実践と生活管理

特定健診受信者のうちメタボリックシンドローム該当者数・予備群者数

喫煙率

健診受診率

不整脈（？）

脳卒中の初期症状に関する県民への啓発

地区医師会等と連携し、医療機関相互または医療機関と介護サービス事業所等との調整を行い医療連携体制の構
築

在宅療養が可能な体制の構築

滋賀脳卒中センターによる情報収集と解析の推進、データ活用できる方策の検討

脳卒中

具体的な施策(アウトプット） 取組の方向性（中間アウトカム） 目指す姿（分野アウトカム）

健康教育、健診、保健指導などの取組を推進 若年からの発症予防、生活習慣病の改善と管理

研究や県民啓発活動による脳卒中対策の促進



中間評価トライアル（庁内検討会）の実施②

取組内容

 ＲＨ－ＰＬＡＮＥＴの皆様から支援いただき、指標と
なり得るデータに関する情報提供いただいた。

 中間評価トライアル①で作成したロジックモデルをブ
ラッシュアップし、滋賀県版いいとこどりロジックモ
デルを作成 した。
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A1全ての県民が脳卒中について知り、発症を予防できる

指標 C1101 特定保健指導対象者数・修了者数 B101　喫煙率 A101 脳血管疾患罹患率

B102　健診受診率 A102　脳卒中発症年齢

指標 C1201　市民公開講座、メディアを使った啓蒙活動の実施回数数（参加者数） B103　高血圧性疾患患者の年齢調整外来受領率

B104　脂質異常症患者の年齢調整外来受領率

指標 C1301　
B105　特定健診受信者のうちメタボリックシンドローム該当者数・
予備群者数

B106　不整脈の年齢調整外来受領率

指標 C2101　初期症状と適切な対応について知っている住民数
B201　救急要請（覚知）から医療機関への収容までに要
した平均時間

指標 A201脳血管疾患による年齢調整死亡率

B202　脳血管疾患により救急搬送された圏域内への搬
送率

指標
C2202　発症後速やかに救急搬送要請できた件数、救命救急センターを
有する病院数

指標 C2301　ＭＣ（メディカルコントロール）協議会の開催回数

指標

B3　専門的な治療が可能な連携（ネットワーク）体制が構築されている

指標

C3101　脳梗塞に対するt-PAによる血栓溶解療法の実施可能な病院数
C3102　経皮的選択的脳血栓、塞栓溶解術（脳梗塞に対する血栓回収
術）が実施可能な病院数
C3103　脳神経外科医師数

B301　t-PAによる脳血栓溶解療法実施件数

B302 脳血栓回収療法実施件数

指標
C3201　ブロック化によるネットワークの構築数（７→●）、ＩＣＴネットワー
ク？

指標 研C3301 修会開催回数

指標 C4101 リハビリテーションが実施可能な医療機関数
B401　脳卒中地域連携クリティカルパスの運用件数（急
性期）

指標 在宅等生活の場に復帰した患者の割合

B3402　早期リハビリテーション実施件数

指標 C4201 脳卒中地域クリニカルバスを導入している医療機関数数

指標
C4301 理学療養士数、作業療法士数、言語聴覚師数
C4302 地域リハの中核を担う人材等の育成

B501　脳卒中地域連携クリティカルパスの運用件数（回
復期）

B502　回復期リハビリテーション実施件数

指標 C4401 入退院支援？ B503　ＡＤＬ改善率

指標 C6101　脳卒中地域クリニカルバスを導入している医療機関数数
B601　脳卒中地域連携クリティカルパスの運用件数（維
持期）

B602　訪問リハビリを受ける利用者数

指標 C6201　（〇〇講習を受講した）介護支援専門員数 B603　通所リハビリを受ける利用者数

指標 C6301 訪問リハビリ、通所リハビリを提供している事業所数

指標 C7101 　地域ケア会議関連？ 関連指標 B701　脳血管疾患の再発率

B5　回復期リハビリテーションを施行できる体制が構築されている

C６3 （案）地域においてリハビリテーションを提供する体制整備

C61　地区医師会等と連携し、医療機関相互または医療機関と介護サービス事業
所等との調整を行い医療連携体制の構築

B6　在宅療養が可能な体制が構築されている

C62　介護支援専門員を中心とした多職種関係者の資質の向上
指標

C12　研究や県民啓発活動による脳卒中対策の促進

C13　滋賀脳卒中センターによる情報収集と解析の推進、データ活用できる方策の
検討

指標

指標

C21脳卒中の初期症状に関する県民への啓発 B2　発症後の速やかな搬送の体制が構築されている A2脳卒中による死亡が減少している

C22　脳卒中の検査、診断、治療が24時間365日対応可能でt-PAによる血栓溶解療
法、脳血管内治療による脳血栓回収療法を行える医療機関の周知、治療実績の把
握

C３１　急性期治療を行う医療機関で、速やかに専門的治療が開始できる院内体制
の構築

指標

指標

C32　医療需要に応じたネットワークの構築

C23　ブロックごとに関係機関（医療機関・消防・市町等）で構成する救急医療体制
の検討の場の設置

具体的な施策(アウトプット） B　取組の方向性（中間アウトカム） A　目指す姿（分野アウトカム）

C11健康教育、健診、保健指導などの取組を推進 B1　若年からの発症予防、生活習慣病の改善と管理ができている

B7　再発予防のための医療の実践と生活管理ができている

C24　各ブロックにおける救急医療体制の整備

C33　医療関係者への最新医療情報提供と研修会の開催

脳卒中の重症化を予防し、自分らしい生活が継続できる

指標

C41　急性期、回復期、維持期のリハビリテーションが必要な時期に切れ目なく提供
される医療連携体制の推進

B4　早期に（急性期）リハビリテーションを施行できる体制が構築されてい
る

C42　地域連携クリティカルパスの活用の促進と効果的な運用
指標

C43　県立リハビリテーションセンターを中心とした、適切な神経心理学的評価と、
個々の障害に応じた総合的なリハビリテーションの推進

C44　生活の質の向上に向けた切れ目ないリハビリテーションの提供体制の整備

C71　関係機関・団体の連携による服薬状況および危険因子の管理の推進

滋賀県ロジックモデル案（脳卒中分野）
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中間評価トライアルで見えてきた課題

 ロジックモデルで採用する指標について、全国データと県
独自データがある。

 全国データ…
〇全国において自県の位置が把握できる

×データの更新に時間がかかる。

 県独自調査のデータ

〇毎年度データ更新が可能

×経年の進捗を図ることはできるが、データの算出方法を
全国

データと統一していない場合、全国における位置づけが
確認

できない。

→どちらを優先して使用すべきか？

課題① 指標として使用するデータの統一的基準の作成が必
要
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中間評価トライアルで見えてきた課題

 脳卒中分野において計画に記載されている取組について一部は
別の部署が担当しているケースがあった。

・発症予防、生活習慣病の改善と管理

→一部他課担当

・発症後の速やかな搬送の体制

→担当課で把握

・専門的な治療が可能な連携体制の構築

→担当課で把握

・早期（急性期）リハビリテーション体制の構築

→一部他課担当

・回復期リハビリテーション体制の構築

→他課担当

・在宅療養の体制の構築

→他課担当

課題②５疾病５事業、在宅医療の分野毎にロジックモデルを検討
する際

には担当課だけでなく関連する部署とも連携して作業が
必要

34



滋賀県ロジックモデル案（脳卒中分野）

35

基準値 目標値 直近値 増減 基準値 目標値 直近値 増減 基準値 目標値 直近値 増減

指標 特定保健指導対象者数・修了者数 医療保険課 特定保健指導対象者数・修了者数 医療保険課 脳血管疾患罹患率 データセンターの数で出せる（S60年人口）

喫煙率 脳卒中発症年齢
基準値 目標値 直近値 増減 健診受診率 医療保険課

指標 特定保健指導対象者数・修了者数 医療保険課 高血圧性疾患患者の年齢調整外来受領率

脂質異常症患者の年齢調整外来受領率

基準値 目標値 直近値 増減
特定健診受信者のうちメタボリックシンドローム該当者数・予備群
者数

指標 不整脈の年齢調整外来受領率 厚労省患者調査

基準値 目標値 直近値 増減 基準値 目標値 直近値 増減 基準値 目標値 直近値 増減

指標 初期症状と適切な対応について知っている住民数 発症後速やかに救急搬送要請できた件数 指標 脳血管疾患による年齢調整死亡率

救命救急センターを有する病院数
基準値 目標値 直近値 増減

発症後速やかに救急搬送要請できた件数
救命救急センターを有する病院数

基準値 目標値 直近値 増減
指標 ＭＣ（メディカルコントロール）協議会の開催回数 防災機器管理局

基準値 目標値 直近値 増減
指標

基準値 目標値 直近値 増減 基準値 目標値 直近値 増減
脳梗塞に対するt-PAによる血栓溶解療法の実施可能な
病院数

t-PAによる脳血栓溶解療法実施件数

経皮的選択的脳血栓、塞栓溶解術（脳梗塞に対する血
栓回収術）が実施可能な病院数

脳血栓回収療法実施件数

脳神経外科医師数

基準値 目標値 直近値 増減
ブロック化によるネットワークの構築数（７→●）
ＩＣＴネットワーク？ 健康づくり企画室

基準値 目標値 直近値 増減
指標 研修会開催回数

基準値 目標値 直近値 増減 基準値 目標値 直近値 増減 基準値 目標値 直近値 増減
指標 リハビリテーションが実施可能な医療機関数 健康づくり企画室 脳卒中地域連携クリティカルパスの運用件数（急性期） 医療福祉推進課 指標 在宅等生活の場に復帰した患者の割合

早期リハビリテーション実施件数 NDB
基準値 目標値 直近値 増減

指標
脳卒中地域クリティカルバスを導入している医療機関数
数

医療福祉推進課

基準値 目標値 直近値 増減 基準値 目標値 直近値 増減

理学療養士数、作業療法士数、言語聴覚師数 健康づくり企画室 脳卒中地域連携クリティカルパスの運用件数（回復期） 医療福祉推進課
地域リハの中核を担う人材等の育成 健康づくり企画室 回復期リハビリテーション実施件数

ＡＤＬ改善率 病床機能報告
基準値 目標値 直近値 増減

指標 入退院支援？ 健康づくり企画室？

基準値 目標値 直近値 増減 基準値 目標値 直近値 増減

指標
脳卒中地域クリティカルバスを導入している医療機関数
数

医療福祉推進課 脳卒中地域連携クリティカルパスの運用件数（維持期） 医療福祉推進課

訪問リハビリを受ける利用者数 医療保険と介護保険があるわかる？
基準値 目標値 直近値 増減 通所リハビリを受ける利用者数

指標 特定保健指導対象者数・修了者数 医療保険課

基準値 目標値 直近値 増減
指標 訪問リハビリ、通所リハビリを提供している事業所数 医療福祉推進課

基準値 目標値 直近値 増減 基準値 目標値 直近値 増減

指標 地域ケア会議関連？ 医療福祉推進課、医療保険課かな 指標 脳血管疾患の再発率

担当課 他部署 不明
進捗状況

指標

介護支援専門員を中心とした多職種関係者の資質の向上
進捗状況

（案）地域においてリハビリテーションを提供する体制整備
進捗状況

関係機関・団体の連携による服薬状況および危険因子の管理
の推進

進捗状況
再発予防のための医療の実践と生活管理ができている

地区医師会等と連携し、医療機関相互または医療機関と介護
サービス事業所等との調整を行い医療連携体制の構築

進捗状況
在宅療養が可能な体制が構築されている

進捗状況

指標
地域連携クリティカルパスの活用の促進と効果的な運用

進捗状況

県立リハビリテーションセンターを中心とした、適切な神経心理
学的評価と、個々の障害に応じた総合的なリハビリテーションの
推進

進捗状況

回復期リハビリテーションを施行できる体制が構築されている

進捗状況

指標
指標

生活の質の向上に向けた切れ目ないリハビリテーションの提供
体制の整備

進捗状況

進捗状況

指標
指標

医療需要に応じたネットワークの構築
進捗状況

指標

医療関係者への最新医療情報提供と研修会の開催
進捗状況

急性期、回復期、維持期のリハビリテーションが必要な時期に
切れ目なく提供される医療連携体制の推進

進捗状況
早期に（急性期）リハビリテーションを施行できる体制が構築されている

進捗状況
脳卒中の重症化を予防し、自分らしい生活が継続できる

進捗状況

指標
脳卒中の検査、診断、治療が24時間365日対応可能でt-PAに
よる血栓溶解療法、脳血管内治療による脳血栓回収療法を行

進捗状況

指標

ブロックごとに関係機関（医療機関・消防・市町等）で構成する救
急医療体制の検討の場の設置

進捗状況

各ブロックにおける救急医療体制の整備
進捗状況

急性期治療を行う医療機関で、速やかに専門的治療が開始で
きる院内体制の構築

進捗状況
専門的な治療が可能な連携（ネットワーク）体制が構築されている

進捗状況

指標

指標

研究や県民啓発活動による脳卒中対策の促進
進捗状況

滋賀脳卒中センターによる情報収集と解析の推進、データ活用
できる方策の検討

進捗状況

脳卒中の初期症状に関する県民への啓発
進捗状況

発症後の速やかな搬送の体制が構築されている
進捗状況

脳卒中による死亡率が減少している

具体的な施策(アウトプット） 取組の方向性（中間アウトカム） 目指す姿（分野アウトカム）

健康教育、健診、保健指導などの取組を推進
進捗状況

若年からの発症予防、生活習慣病の改善と管理ができている
進捗状況

全ての県民が脳卒中について知り、発症を予防できる
進捗状況

脳卒中担当課が把握

他部署が主に把握

→担当課で把握できていない



中間評価トライアルで見えてきた課題

 計画本文中の記載では、実施主体、対象、具体的内容
が不明瞭のため、指標の設定ができない項目があった。

（ex.支援します。推進します。努めます。）

 当初の予定では評価作業シートの作成まで到達する予
定だったが、ブランクを埋めるための情報が足りない
ことがわかった。また、各事業施策毎（アウトプッ
ト）毎にシートを作成するとなると、作業量が膨大と
なり困難ではないかとなった。

36



医療審議会への報告（令和２年３月２３日）

保健医療計画の進捗および次年度の中間見直しの方向
性について報告

 委員からの意見（抜粋）
 ロジックモデルとは、成果を達成するためにどういう施策を行っていか

なければいけないのかの論理構造と、どう評価していくのかという指
標を一目瞭然に表したもの

 ロジックモデルは国際的にも最もスタンダードに用いられており、政策
評価のあらゆるプログラムの枠組みになっている

 ロジックモデルを活用することの利点は、アウトカムの評価をするとい
うことであり、例えば指標が改善したことが県の政策としてやったこと
が影響したのか、やったことで成果が生まれたのかどうなのかという
ところを評価すること、そしてより成果が生まれるためにはどう政策を
改善していったらよいのかを評価することである

 日本では政策を実施したかどうかによって評価され、成果があったの
かなかったのかよくわからないまま漫然と事業が繰り返されるというこ
とがよくある。まったくもってナンセンスだ
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医療審議会への報告（令和２年３月２３日）

 保健医療計画の進捗および次年度の中間見直しの方向性に
ついて報告

 委員からの意見（抜粋）

 国の医療計画の見直し検討会では中間見直しに向けて概ね指標の
追加という方向性が示されているが、指標をただ追加するだけでなく、
滋賀県の目指す姿や政策、つまりこのロジックモデルに適切な指標
を選んでいく、設定していくということが大事だ

 ロジックモデルにおいて客観的なデータを用いて評価をしていくのだ
が、客観的なデータは現実を切り取る一側面でしかないということが
あり、データも必ずしもタイムリーに入手できるものではない

 データの入手には限界があるので、是非来年度１年間、審議会や各
分野で設置している協議会において、皆様の意見を踏まえて、現状
の政策、事業を評価していただきたい

⇒ 保険者協議会からデータに関して可能な限り協力するとの意見も 38



主要分野毎（５疾病５事業、在宅）のロジックモデルを作成
し、進捗管理、計画の評価に必要となる指標の見直し

第７期滋賀県保健医療計画において中間見直し時期を目
途に調整とされたブロック化による医療提供体制（脳卒中、
心筋梗塞等の心血管疾患、救急医療）の整備状況等の
整理

その他厚生労働省が示す指針に基づく対応

※新型コロナウイルス感染症対策の影響による変更の可能性あり

次年度の中間見直しについて

39



ご清聴ありがとうございました！

◎滋賀の健康を考える双子の妖精です。

◎水色の「ハグ」は琵琶湖から、 赤い色の「クミ」は健康から生まれました。

◎滋賀（Shi Ga)の「S」と「G」の文字をそれぞれのずきんにつけています。

◎健康のチェックシートを持って、県民のみなさんへ「健康づくり」をひろめていき
ます。

◎美しい琵琶湖で健やかな「健康づくり」を願って「ハグ＆クミ（育む）」と名付けら
れました。

ハグ クミ

「健康づくり」「がん検診・健康診査」 マスコットキャラクター

～ しがのハグ＆クミ ～
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