
政策評価と日本の医療の将来

2020年5月22日（金）18:00〜19:30
国際医療福祉大大学院 乃木坂スクール

＃05自分の地域の「医療計画」「がん計画」を
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１９９５年 ４月 大阪社会部遊軍（阪神大震災など）
１９９５年 ７月 大阪府警捜査１課担当
１９９６年 ４月 大阪司法記者クラブ担当
２００１年 ３月 厚生労働省担当（東京社会部） 医療事故、薬害、ＳＡＲＳ etc.
２００４年 ３月 医療班キャップ（同）
２００４年１０月 東京大学医療政策人材養成講座（１期生）
２００５年 ９月 同講座修了
２００７年 ３月 法務報道部（社会部兼務）キャップ
２００９年 ４月 厚生労働省担当＆医療班キャップ（社会部） 新型インフルエンザなど
２０１２年 ４月 大阪社会部遊軍キャップ
２０１３年 ４月 大阪社会部医療、災害担当デスク
２０１４年 ４月 同医療、事件・事故担当デスク
２０１５年 ６月 同行政担当デスク
２０１６年 ４月 東京社会部 災害、気象、社会保障担当デスク
２０１７年 ４月 同 医療・健康面、社会保障担当デスク
２０２０年 ４月 編集局長付 社会保障エディター 新型コロナウイルス

共著：
・医療再生 ～ドキュメント「危機」の現場 （２００３年１月）
・日経病院ランキング （２００４年６月）
・がん治療の実力病院 （２００５年４月）
・心臓病治療の実力病院 （２００６年４月）
・脳疾患治療の実力病院 （２００７年４月）
・「医療政策」入門 （２００９年４月）
・医療政策集中講義 （２０１５年６月）
・社会保障 砂上の安心網 （２０１８年２月）
・日経実力病院調査 2018〜19年版 （２０１８年６月）
・新型インフルエンザパンデミックに日本はいかに立ち向かってきたか

（２０２０年４月）
・無駄だらけの社会保障 （２０２０年５月）

社外活動：
・東大医療政策人材養成講座（HSP) 「医療政策の決定過程」講師（2005〜08年）
・東大公共政策大学院 医療政策教育・研究ユニット（HPU) 医療政策実践コミュニティー（H-PAC)メンター
・東大大学院医学研究科 健康医療政策学 「医療政策の決定過程」講師（2008年〜）
・メディアドクター研究会幹事、国際医療福祉大大学院 乃木坂スクール受講生（2016年〜）など

大阪社会部

東京社会部

法務報道部

大阪社会部

東京社会部

６年

１１年

４年

４年

（２年）



本日の内容

1. 「評価」って何ですか？
2. なぜ政策を評価するのか？
3. 「２位」じゃ、だめですか？
4. 「中間評価」はどうして重要？
5. 「比較すること」で何が変わる？
6. １人１人の「価値」を高めるには？
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「評価」って何ですか？
評＝ひょう・ヘイ

〔会意形声〕
「言」と、「たいらかにする」意と音を示す
「平」とから成り、「公平にはかる」言葉の意味を表す
〔意味〕
①はかる。公平に決める。②あげつらう。品定めする。
③文体の名。批評を加えつつ書いてある文章。

→評価＝①品物の価格を定めること
②善悪・美醜・優劣などの価値を判じ定めること
特に高く価値を定めること

平＝たいら・ヘイ
〔象形文字〕
水面に平たく浮かんでいる水草の形をかたどる。

角川『新字源』(1975年）、『広辞苑第６版』（2008年）



Evaluation（＝評価）
e+value=価値を決める



国際医療福祉大大学院
「医療計画」と「がん計画」の効果を高める
理論編：計画の評価とは何か
国際開発センター主任研究員
佐々木亮さんのスライドを一部改変より



日本人は「評価」がお嫌い？
• スペイン人は、走ってしまった後で考える

• フランス人は、考えた後で走り出す

• イギリス人は、歩きながら考える

笠信太郎『ものの見方について』（1966年）

さて、日本人は…
→少し考えてから歩くけど、歩き始めると考えない？

（私見）
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国の予算＝評価ほぼなし

• 国会＝予算委員会＞決算委員会

• 会計検査院によるチェックも一部のみ

• 高度経済成長→増え続ける財源
→成果について、評価してこなかった…



日本経済新聞社調査報道班『無駄だらけの社会保障』
(2020年、日本経済新聞社)



借金漬け財政
→効率的な資源活用
→「評価」の導入

＝限られた資源を有効に
活用する



行政組織の肥大化
→行政組織改革（行革）へ

1994年2月9日付
日経新聞朝刊４面

・肥大する行政組織
→規制多く、国際競争力を削ぐ
→中曽根内閣「民営化」「規制緩和」
日本専売公社、国鉄、電電公社の３公社
の民営化、半官半民の日本航空の完全民
営化
→さらにバブル崩壊で「小さな政府」志
向強まる
＝新自由主義・新保守主義

・細川連立内閣で行革大綱を決定
→「規制緩和元年」
＝第三者機関「行政改革委員会」設置へ



日本における政策評価の原点
「行政関与のあり方に関する基準」

（1996年12月16日）

http://www3.grips.ac.jp/~kanemoto/gyokaku/1.html

http://www3.grips.ac.jp/%7Ekanemoto/gyokaku/1.html
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日本における政策評価の原点
「行政関与のあり方に関する基準」

（1996年12月16日）

http://www3.grips.ac.jp/~kanemoto/gyokaku/3.html

→「日本における政策評価の原点」
（金本良嗣・政策研究大学院大学特別教授）
大橋弘編『EBPMの経済学』（2020年2月、東京大学出版）
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→2001年に「政策評価法」制定（翌年施行）
法律の制定や予算の獲得に重点

＝効果や政策見直しの評価機能は軽視されがち

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/000065209.html

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/000065209.html


政策評価でPDCA

https://www.soumu.go.jp/main_content/000624178.pdf

https://www.soumu.go.jp/main_content/000624178.pdf


2001年度から政策評価結果を公表

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/nenji_houkoku.html

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/nenji_houkoku.html
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EBPM=Evidence-Based Policy Making
＝根拠に基づく政策立案



https://www.soumu.go.jp/main_content/000624203.pdf

https://www.soumu.go.jp/main_content/000624203.pdf


https://www.kantei.go.jp/jp/singi/toukeikaikaku/kanjikai/dai5/sankou1-1.pdf

エピソードベース
→エビデンスベースへ

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/toukeikaikaku/kanjikai/dai5/sankou1-1.pdf
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三位一体改革＝地方分権
→自治体も「政策評価」

2006年11月10日付
日経新聞朝刊

地方自治体財政は、三位一体改革に
基づいた権限移譲に始まり、国依存
の体質からの脱却を迫られ、自立が
急務になっている。

→政策や個別の事業の事後チェック
を行う「行政評価」を導入し、行財
政運営の効率化、住民へのアカウン
タビリティー（説明責任）確保、庁
内での意識改革などを試みている。

＝約800の市区の半数以上が
行政評価を導入



政策評価の手法
＝「事業仕分け」

• 財政改革と、その裏側にある行政改革は総
論で話をしていても埒があかない。

• 予算の無駄は、具体的に一つひとつつぶし
ていくしかない。

• 衆人環視の場で議論し、そこに（自治体
の）中の人間を巻き込むことが歳出削減の
秘訣だ。

• 私たちが個々に詰めていくと、最後には彼
らも自分で各事業の必要性や見直しを考え
るようになる。

• 国での実施は今年5月に成立した行政改革推
進法などにすでに盛り込まれている。

• しかし官僚の抵抗で実現に至っていない。

（2006年11月29日付 日経新聞朝刊経済面）



政権交代（2009年）で実現



決算を予算に反映させ、
政策評価を徹底する

民主党「政権公約2009」より



2010年3月11日付
日経新聞朝刊経済面

政策評価の手法
＝「行政事業レビュー」

2010年3月12日付
日経新聞朝刊経済面



年度末から翌年度６月提言
→概算要求に反映

2010年3月12日付日経新聞朝刊経済面



https://www.gyoukaku.go.jp/review/review.html

国の全約5000事業をレビュー
＝「行政事業の総点検」

https://www.gyoukaku.go.jp/review/review.html
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「アウトプット」（結果）
「アウトカム」 （成果）



単位あたりのコストも



https://judgit.net/

https://judgit.net/








https://www.gyoukaku.go.jp/review/img/R02logic_model_example.pdf

https://www.gyoukaku.go.jp/review/img/R02logic_model_example.pdf


「無駄の削減」は当初見込みを大幅に下回ったが、
「政策評価」の枠組みは残る

首相官邸・行政改革推進会議「無駄の撲滅の取り組みについて」（2013年2月27日）
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佐々木亮さんのスライドより

価値判断のための４つの評価



「評価」は「中間評価」が重要！

中間評価でピンに向かっているかを確認
→間違った方向に行く前に修正







「中間評価」はあるけど…
→「最終評価」なく計画策定



中間評価指標はあるけれど…
関係性が不明



ロジックモデル＝１次元→２次元
＝「患者状態をよくする」ゴールが明確
→関係性＋欠落が一目瞭然！ がん政策サミット資料より



ロジックモデル＋指標①
＝評価しやすい

「奈良県地域別がん対策見える化推進事業提案書」より



ロジックモデル＋指標②
＝評価しやすい

秋田大病院「秋田県がん対策計画」より



「がん登録」もなかった時代…
→「評価」どころではない！

旧国立がんセンター情報研究部の扉の張り紙（２００５年９月３０日撮影）



評価作業
→ロジックモデルの検証＆構築を

• 文章やExcel表の１次元情報では、評価は困難

ロジックモデルある自治体
→評価作業でロジックモデルの再構築（検証）を

ロジックモデルのない自治体
→評価作業でロジックモデルを構築のきっかけに

Plan＝
計画

Do＝
実行

Check
＝評価

Act＝
改善

ロジックモデルの
ある自治体
＝再構築（検証）

ロジックモデルの
ない自治体
＝構築のきっかけに
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評価→「データ」が重要



第３世代：「治療成績」混合型
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2004年6月2003年1月

2005年4月 2006年4月 2007年4月

1997年8月

http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4532312108/ref=dp_image_0/250-0517164-7284222?ie=UTF8&n=465392&s=books
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4532312736/ref=dp_image_0/250-0517164-7284222?ie=UTF8&n=465392&s=books


がん治療の実力病院
→ステージでリスク調整



「がん治療の実力病院 胃がん治療成績
編」（2004年1月9日付日経医療面より）



「がん治療の実力病院 胃がん治療成績
編」（2004年1月9日付日経医療面より）

アウトプット（結果）では分からない
→アウトカム（成果）で評価を



がん治療の実力病院
→調査結果を返送
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バイパス手術数（待機的）と院内死亡率
（症例数３年間で１０１例以上を対象）

バイパス手術数(2002-04年）と死亡率の関係
※初回で合併症の治療を伴わない待機的手術を対象
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日経新聞・日経メディカル共同調査
「心臓病治療の実力病院 ～バイパス手術治療成績編」（２００６年１月８日付医療面）

死亡率１位（５・９％）

死亡率２位（４・９％）



死亡率上位の病院の実状
死亡率２位
関東地方のB病院
3年間で待機的手術１５３例 死亡７人（４・９％）

うち透析患者１９例 死亡５人（２６・３％）

問題はこの実態を当事者が把握していないこと！
→取材で指摘、「手術前に主治医にコンサルする…」

＝個別事例＋全体の位置づけの視点
＝ベンチマーク（水準点）が重要性



評価＝比較すること
ベンチマーク（水準点）

• 政策評価の「評価」の定義は難しい
• 誰もが認めるのは「評価とは比較すること」

比較に欠かせない要素は２つ

① 比較対象もしくは基準

② 客観性

立森久照・国立精神・神経センター精神保健研究所室長
「医療政策の評価とその手法」
東京大学医療政策人材養成講座編『医療政策入門』（2009年）



第７回講義 大井久美子さん（奈良県）スライドより



第６回講義 高嶺公子さん（沖縄県）スライドより



2003年5月26日付
日経新聞朝刊医療面



2018年4月2日付
日経新聞朝刊医療面
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経営学の神様 P.Fドラッカー
『マネジメント 基本と原則』

公的機関が成果をあげるうえで必要とするのは
偉大な人物ではない。仕組みである。

【公的機関成功の条件】
① 「事業は何か、なんであるべきか」を定義する
② 目的に関わる定義に従い、明確な目標を導き出す
③ 活動の優先順位を決める
④ 成果の尺度を決める
⑤ 尺度を用いて、成果についてフィードバックする
⑥ 目標に照らして成果を監査する



『医療戦略の本質』
マイケル・E・ポーター教授

• 医療を転換するには、患者にとっての医療の価値
（value）を向上させるような競争を起こすことが
必要

• 医療における価値とは、経費１ドル当たりの健康
上のアウトカムのことである

• ゼロ・サム競争では、コストの転嫁や医療サービ
スの制限で競い合い、１人の利益がほかの誰かの
損失となる

• 診療実績の公表と評価を義務付けることは、医療
システム改革への最も重要な１ステップ



「大往生」社会に向けて
〜最終報告

２０１８年１月５日（金）
乃木坂スクール「地域医療ビッグデータ入門」

受講生 前村聡



「大往生」として死を納得できる社会を構築する

がん
指標①全がんの

SMR↓

心疾患
指標②心不全の

SMR↓

脳血管疾患
指標③脳血管
疾患のSMR↓

肺炎
指標④肺炎の

SMR↓

上位４位の「病死」の
減少

指標①：老衰SMRの上昇↑
（既存）

最終アウトカム

中間アウトカム①

指標

予防対策 早期発見 治療の質 →初期アウトカムは
疾患ごとのロジックモデルを活用



「大往生」として死を納得できる社会を構築する

指標①
在宅死亡率↑

指標②
施設死亡率↑

指標①
75歳以上人口当たりの
在宅療養支援診療所↑

在宅・施設死亡の増加

指標②：本人・家族の「大往生満足度」の向上
（新規）

最終アウトカム

中間アウトカム②

指標

初期アウトカム①

在宅・施設の療養支援を
強化する

指標



「大往生」≒「老衰死」？
• 死因としての「老衰」
高齢者で他に記載すべき死亡の原因がない、いわゆる自然死
厚生労働省「死亡診断書記入マニュアル」の定義

→医師が医学的な因果関係から直接の死因かどうか判断して記
入している
＝狭義の「老衰死」

• 実際の医療現場では…
• 終末期に入院すると、診断で病名がつく→「病死」
• 在宅や介護施設でそのまま死亡→病名つかない場合多く

→医学的判断だけでなく、医療・介護体制の影響も
＝広義の「老衰死」



医療経済学の「定説」
＝長寿はコスト増

・いずれの予防医療も、短期的に
は医療費を少し削減することは
あっても、長期的には医療費・介
護費を抑制できない、それどころ
か逆に医療費・介護費を増大させ
ることもある

・このことは医療経済学の専門家
たちの共通認識です。

・次世代に負担を付け回さず、持
続可能な医療・介護システムを将
来にわたって築くことが今後一層
重要となる。

2017年1月13日付
日経新聞朝刊



2017年12月25日付
日経新聞朝刊１面



2017年12月25日付日経新聞朝刊特集面



老衰SMR×後期１人当たり医療費（男性）
→老衰死多ければ医療費低い
（人口20万人以上の市区）

茅ヶ崎市
SMR=210.2
医療費＝79万2090円



老衰SMR×後期１人当たり医療費（女性）
→老衰死多ければ医療費低い
（人口20万人以上の市区）

茅ヶ崎市
SMR=172.1
医療費＝79万2090円



老衰のSMR×１人当たり医療費

１
人
当
た
り
医
療
費

高

低
老衰の標準化死亡比

（SMR)
高

全国平均＝１００

全国平均

老衰死が少なく、
医療費が低い
＝医療不足型

老衰死は少なく、
医療費が高い
＝医療見直し型

老衰死が多く、
医療費は高い
＝医療見直し型

老衰死が多く、
医療費も低い
＝理想型（か医療不足型）

△

×

○

△



第１回医療計画等の見直しに関する検討会資料（2016年5月20日）

患者・住民参加の制度化

２００６年



医療法＝法律

医療法施行令＝政令

（都道府県医療審議会）
第五条の十六 都道府県医療審議会（以下「審議会」という。）は、委員三十人以内
で組織する。

第五条の十七 委員は、医師、歯科医師、薬剤師、医療を受ける立場にある者及び
学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。
２ 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間
とする。
３ 委員は、非常勤とする。

第三十条の四



住民・患者の声を医療政策に
反映させるための仕組み作り

～千葉県発「全国患者大集会」の提案

2006年８月21日（月）

東京大学先端科学技術研究センター

医療政策人材養成講座 １期生

「患者の声を医療政策に反映させる仕組み作り」研究班
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新しい医療計画 ３つの課題
２００８（平成２０）年４月～ 都道府県単位で、新しい医療計画を導入へ

３つの課題

①病床数の量的管理から医療の安全・質を評価

これまで＝量的な整備が主たる目的

→医療機能や医療の質の改善を目的とした医療計画に見直す必要

②住民・患者に分かりやすい

これまで＝政策課題が誰に対するものか不明確

→住民・患者が医療サービスの利用者、政策立案の透明性の確保

③数値目標を示し、評価できる

これまで＝計画の達成状況を客観的に評価できず

→客観的なデータを公表、全住民・患者が利用できる環境整備

２００６年２月２２日付 医政局指導課長通「医療計画作成ガイドライン」より
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さらに…
 今後の医療計画は、医療サービスの提供側だけでなく、医

療サービスを受ける住民・患者側の視点を加味し、 「住民・
患者」 「医療提供者」そして「都道府県」の３つの視点から作
成されたものである必要がある。

 ３者がそれぞれの役割を果たしながら、一定の理解の下に
合意し、作成していくことが求められる。

→住民・患者参加型の医療計画の策定が必要に！

２００６年２月２２日付 医政局指導課長通知

「医療計画作成ガイドライン」より
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千葉県発
「患者参加型の医療計画」の実現を！

 例えば、会場＝幕張メッセ

 その他、県関連施設（県文化会館など）で開催すれば、
コストも低く

 ２回目以降は、希望する都道府県で開催（国体方式）

→全国の住民・患者の意識変革にも一役！

1,600名を収容できるコンベンション
ホールを始めとした18室をもつ会議場
は国際会議からパーティー・ファッション
ショーなど幅広くご利用いただけます。
また、展示場での展示会・見本市に併

せたセミナーや講演会・レセプション等も、
同時開催できます。

千葉県が患者参加型の医療計画を実現した
第１回開催地として歴史に名を刻む

http://www.pref.chiba.jp/syozoku/a_hisyo/chiji/index.html


では、どうすれば…
① ボトムアップ型

市民（＋記者）・行政職員に幅広く浸透させるには限界がある？

② マニュアル配布型
マニュアルを読んだだけでは実行に移せない？

③ トップダウン＋研修型
業務として学ぶ→実行ことが職務となる
研修が最も効果を実感できる←伝道師の役割大
担当者が２、３年単位で替わっても継続される
→厚労省（国）の通知のロジックモデル化
＋担当者研修でロジックモデルの思考回路を埋め込む
＝ロジックモデルは「結果」（＝答え）より「過程」（＝思考）が重要！
→「共通研修」が理想

→公務員試験の科目に盛り込む（将来）

http://www.pp.u-
tokyo.ac.jp/HPU/seminar/index.html

http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/HPU/seminar/index.html


https://sites.google.com/view/rhplanet/

①〜③までの実現を！

https://sites.google.com/view/rhplanet/


RH-PACガイドライン（吉田真季さん作成部分など）より



https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57040070Z10C20A3TCC000/

2020年3月25日付
日経新聞朝刊医療面

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57040070Z10C20A3TCC000/


レゴブロック型
＝ロジックモデルを階層的に

国の計画

◎県の計画 ○県の計画 ○県の計画

医療計画 介護計画

がん計画 脳卒中計画 在宅計画



まとめ
• 評価とは「公平に価値を判断すること」
• かつて政策は評価されず→行革で政策評価の枠組み
• 中間評価は、進むべき方向を修正するために必要
• 中間評価を契機にロジックモデルをつくれる

• 評価には、アウトカムデータの公表が不可欠
• ベンチマーク（水準点）で比較し、見えるものがある
• 「患者の価値」を高める改革が医療の将来を描く
• 患者・住民参加型の医療計画策定プロセスが重要

→「患者の価値」として「大往生」がメタ最終アウトカ
ムになるのではないか？（模索中…）
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