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「不思議の国のアリス」より

アリス：「あのう、わたくし、ここからどの道を行
けばいいか、教えていただきたいんですけど」

ネコ「それは、君がどこへ行きたいかによるわな」

アリス「どこだっていいんですけどーー」

ネコ「それならどの道だってかまわんだろ」
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目標（どこへ行きたい）がないなら、施策（どの道）は決まらない



１．計画立案の（本来の）流れ
1. 最終目標を立てる

2. その目標に必要な中間目標を立てる

3. 中間目標に必要な施策を立てる
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良い目標とは
SMART
• S ：Specific 明確
• M ：Measurable測定可能
• A ：Attainable 達成可能
• R ：Relevant 現実に意義のある
• T ：Timed 時間設定がある
（いろいろな分解法があります。スライドは一例）
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でも、イメージだけでも
（有名企業の目標・使命）
Google
世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできて使えるようにすること

Twitter
全ての人が、障壁無く、瞬時にアイデアや情報を作成、共有できるようにする

Facebook
人に共有する力を提供することで、世界をもっとオープンにし人のつながりを
深める。

NIKE
世界中の全てのアスリートにインスピレーションとイノベーションをもたらす。
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あなたは「がん対策」で、
• どのような状況にしたいですか？

• それが目標・アウトカムです
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図にすると：ロジックモデル

ロジックモデルにより施策自体をきめる、評価は自ずと・・
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最終目標
/アウトカム

中間目標
/アウトカム

個々の
施策・活動構造

例：研修参加者数
講演会開催数

例：専門医数
認定看護師数

例：生存率例：標準医療実施
バリアンス分析実施

インプット
（資源投入）

別の整理

アウトプット
（活動量）

アウトカム
（成果）

高い不明
価値



現実は、単純ではない・・

がん死亡率
減少

生存率向上
適切な医療の

普及

専門医の確保

チーム医療/
キャンサー

ボード

検診受診率
向上

検診精度
管理向上

検診対象がん
早期発見

研究開発

コール
リコール

利便性の
向上

でも、整理ができたら、評価は簡単！
（注意：整理にあまり凝らない）
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評価に際しては
• 目標の達成状況を評価すること！！

そもそも、評価の必要性が出てきたのは：

第2期がん対策推進基本計画策定時、
患者の間で「良くなった」という実感が乏しかった

＝がん対策推進基本計画ができて施策は行われているが、
それが成果を上げているのか不明だった
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（再）評価と指標の整理

何を整備したのか

• 病院の数
• 専門医の数
• 専門看護師の数
• 機器の充足度
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どんな活動をしたか

• 研修会の開催数
• 講演会の開催数
• 相談支援の件数

患者・住民に
何がもたらされたか

• 住民の満足度
• 療養生活の向上
• 安心の向上

インプット
資源投入

アウトプット
活動量

アウトカム
効果



評価における立場

何を整備したのか

• 病院の数
• 専門医の数
• 専門看護師の数
• 機器の充足度

どんな活動が起きたか

• 研修会の開催数
• 講演会の開催数
• 相談支援の件数

患者・住民に
何がもたらされたか

• 住民の満足度
• 療養生活の向上
• 安心の向上

↑
患者・家族

はこちら重視
↑

役所・医療者
こちらを考えがち
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インプット
資源投入

アウトプット
活動量

アウトカム
効果



なぜ？

何を整備したのか

• 病院の数
• 専門医の数
• 専門看護師の数
• 機器の充足度

どんな活動が起きたか

• 研修会の開催数
• 講演会の開催数
• 相談支援の件数

患者・住民に
何がもたらされたか

• 住民の満足度
• 療養生活の向上
• 安心の向上

↑
測りやすい、

予算の使途の説明になる
評価により活動が推進

↑
住民・患者のために
なっている。しかし

時にあいまい
効果が出づらい
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インプット
資源投入

アウトプット
活動量

アウトカム
効果



実際、国の以前の評価では
H22.6.15 中間評価（抜粋）
指標：
・リニアックの保有率、放射線療法部門の有無（資）
・外来化学療法室の有無（資）
・ドラッグラグ（活/成果）
・放射線療法、外来化学療法の実施件数（資）
・緩和ケアチーム設置医療機関数（資）
・緩和ケア研修会の修了者数（活）
・医療用麻薬消費量（活）
・がん患者在宅死亡割合（効果？活動？）
・ガイドライン数（資）
・クリティカルパス整備率
・相談支援センター整備率（資）
・相談支援センター研修修了者配置率（活）
・がん対策情報センターのパンフレットの種類数（資）
・喫煙率、検診受診率（活）
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資源投入と
（インプット）

活動量ばかり
（アウトプット）



総務省による行政評価（H28)
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http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/107650.html#kekkahoukoku



なぜそんなことになるのか
• 利害関係者の要求が「実施」にある

– 「やってます？」といわれ
「やってます！」と言いたい

• 予算の構造
– 外形的な実施のみが監査されるという習慣

• アウトカムは厄介
– 効果が出るのに時間がかかる
– 測定しづらいわりに重要すぎる

• 時間がかかると、改善が見られるまでの間、攻撃される
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インプット、アウトプット指標では・・

がん対策の効果を患者が実感できない

（本日のポイント１）
• 少なくとも、いくつかアウトカムを測る

• 少なくとも一部
患者に意見を聞くのは必須

• 患者体験調査

17



落とし穴
• がん対策推進計画の字句に忠実に指標を作ると、
資源投入・活動量指標だけになる危険

（例）
国のがん対策推進基本計画・個別目標
（１） 放射線療法、化学療法、手術療法の更なる充実とチーム医療の推進
（個別目標）
患者とその家族が納得して治療を受けられる環境を整備し、３年以内に全ての拠点病

院にチーム医療の体制を整備することを目標とする。

診療ガイドラインの整備など、手術療法、放射線療法、化学療法の更なる質の向上を
図るとともに、地域での各種がん治療に関する医療連携を推進することにより、
安心かつ安全な質の高いがん医療の提供を目標とする。
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「目標＝アウトカム」を測るのには施策の目標を描く想像力が必要！



注意！同じ「アウトカム」でも
最終アウトカムは大事、でも
• 中間アウトカムは必ずしもそれだけで良
いとは限らない！

例）
罹患率の低下→ 発見されないだけ？
早期発見率の上昇 → 過剰な発見？
生存率 → 緩徐進行癌の発見？
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アウトカムは測りにくい：
→「代理」変数も必要

• 安心な医療：
安心は直接測れない！
なので・・・

– どういう状況が安心といえるか
– 安心だったらどうなるか
を具体化する。

例）不安を訴える患者が減る
治療に納得と言う患者が増える など
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指標に必要な問い
その指標が、高／低くなったら

「良かった」

といえますか

そのまま「はい」と答えられるなら、それは
アウトカム指標です。
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必要なのは：バランス感覚
• アウトカムを測ることは忘れない
• アウトプットも適度に測る

• 指標の数はアウトプットの方が多くなり
がちであることに注意
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指標の数って・・
• 数が少ないと重要な側面が反映されない

• 数が多いと、わけがわからない

• 強弱をつけた上で、広範囲に測るのが良い
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もっと困るのは
• 数字は水物

–集計・計算とは単純な作業ではない
–様々な要素に影響される

• 一時の数字が独り歩き（知らないところで誤用されている）

–但し書きは無視される
–異なる数字に慣れていない
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２. 計画を考える上でのデータの見方の基礎



評価を冷静に考えるために
まず：
１．データ源を知る
２．データの読み方を知る
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データ源
１．がん統計（罹患率、死亡率、生存率...）
• がん情報サービス、がんの統計、白書など

２．国の統計
• 国民生活基礎調査、患者調査など

３．国のがん対策評価調査
• 「指標に見る我が国のがん対策」
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がん統計

29様々な情報源が利用可能です。



「指標に見る我が国のがん対策」
・研究班で国のがん対策評価のために作成
平成26－28年厚労科研研究班「がん対策における進捗評価指標群の策定と計
測システムの確立に関する研究」（代表：若尾文彦）

・がん対策推進基本計画中間報告書のデータ源

・指標作成の手順、測定、すべての指標について
データ源、計算法、解釈上の注意を記載

・患者体験調査・都道府県別の集計も掲載
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https://www.ncc.go.jp/jp/cis/divisions/health_s/health_s/020/index.html



セカンドオピニオンの説明を受けた患者

• セカンドオピニオンを説明されるのは少数派である
ことが患者の回答から判明

• 「わからない」という回答は除外されていることに
注意

• セカンドオピニオンに関する情報提供方法は要検討
31

指標名： セカンドオピニオンの説明を受けたがん患者の割合　（セカンドオピニオン）

データ源：

指標：

対象：
がん患者

算出法：

治療開始をする前に、医師からセカンドオピニオン
*
を受け

られることの説明を受けた人の割合

2015年

40.3%
(補正値)

A19

患者体験調査

留意点：
患者体験調査の問11、「がんの治療が始まる前に、ほかの医師の意見を聞くセカンドオピニオンをうけられることについて担当医から説明はありましたか？」で、「1.説明があった」と回答した
患者の割合を算出。6729名の内、無回答214名と。「9.わからない/覚えていない」と解答した1183名を除外。(2255)が「1. 説明があった」と回答。



チーム医療（化学療法の分業）

• 現況報告をもとに集計（施設の自己申告）
• 以前から言われている問題
「手術が仕事のはずの外科医が化学療法をして
いる」を裏付け
• 誰の責任、ではなく、今後の方向性を検討
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指標名： 転移・再発5大がん患者の化学療法を内科医が担当している拠点病院の割合　（外科医の負担軽減、化学療法）
データ源： 拠点病院現況報告

指標：

対象：
拠点病院

算出法：
5大がん（胃・肺・肝・大腸・乳）の転移・再発症例の全身化
学療法のうち、８割以上を内科医が主となり担当している
施設の割合

A22

留意点：

５大がん（胃・肺・肝・大腸・乳）の転移・再発症例の全身化学療法のうち、８割以上を内科医が主となり担当している。 ５大がん（胃・肺・肝・大腸・乳）の転移・再発症例の全身化
学療法のうち、8割以上を内科医が主となり担当している、に対し、「はい」と回答した施設（112施設/409施設）
臓器別に結果を出すと留意点に記載されていたが、現況報告において臓器別の情報になっていないため、臓器別には算出できない。

27.4%

2014年



２．データの見方の基礎
①．基本的な数値の見方
以下の違いは？

– 死亡率 vs 生存率
– 年齢調節死亡率 vs 粗死亡率
– 罹患率 vs 有病率

②．数字に騙されない（疫学の常識）

③. アンケート調査の留意点
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死亡率・生存率

34

死亡率＋生存率＝100％？

なぜそうならない？



粗死亡率・年齢調節死亡率

粗死亡率・粗罹患率
・人口当たり年間がんで死亡する人・がんになる人、の割合
＝高齢者が多ければ高い
・実態としてのがんの社会への負担を示す
現状＝我が国ではともに増えている

年齢調節死亡率・年齢調節罹患率
・年齢別に死亡率・罹患率を計算し、一定の年齢構成の
「標準人口」に当てはめて、全体の死亡率・罹患率を計算
＝人口の年齢構成がそろっている（＝年齢の影響を取り除く）
現状＝年齢調整死亡率は減少傾向、年齢調整罹患率は漸増
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年齢調整の有無による意味の違いは？



罹患率と有病率の違いは？

• ポイント：罹患率が高くても、病気の時間が短いもの⇒有病率は高くない
病気の時間が短い＝致命的orすぐ直る

• 罹患率が高い≒何かがんの原因がある
• 有病率が高い≒経過が長い≒治らないけど致命的でない（という場合もある）
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罹患率＝
一定時間中に
人口当たり病気が
発生する割合

＝一時点で病気が人口当たりで
存在する割合

有病率



標準化死亡比SMRへの警鐘

• 基本的考え方：
１．病院の患者構成により期待(予想)される死亡率を計算
２．実際の死亡率と比較

実際の死亡率÷期待死亡率＝○
期待の○倍の死亡率があるとわかる

（リスク調整死亡率：全体の死亡率×○

数字が大きいほど、期待に比べて実際が悪い・・・はず？
（「間接法による標準化」とも言います）
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数字例で検証

分類 人数 予測死亡

重症 3

中等症 20

軽症 70

93

基準集団（県全体） 病院A 病院B

分類 人数 予測死亡

重症 30

中等症 20

軽症 35

85

標準化死亡比: 

分類 人数 死亡

重症 1000 100(10%)

中等症 3000 120 (4%)

軽症 5000 150 (3%)

計 9000 370（4.1%)

分類 人数 死亡

重症 3 1 (33%)

中等症 20 1   (5%)

軽症 70 2(2.9%)

93 4(4.3%)

分類 人数 死亡

重症 30 10 (33%)

中等症 20 1(5%)

軽症 35 1(2.9%)

85 12(14%)

0.3

0.8

2.1

3  

0.8

1.1

3.2 4.9

4/3.2=1.3  12/4.9=2.4死亡 A<B
38

(10%)

(4%)

(3%)

(10%)

(4%)

(3%)



それでもSMRが何故使われるのか

× 限界を知らずに手法だけ覚えて使う

〇 総死亡がわかるが各分類の死亡率が不明の時
各分類のNが小さくて、死亡率が不安定

の時に「苦肉の策として」使う
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２．データの見方の基礎
①．基本的な数値の見方
以下の違いは？

– 死亡率 vs 生存率
– 年齢調節死亡率 vs 粗死亡率
– 罹患率 vs 有病率

②．数字に騙されない（疫学の常識）

③. アンケート調査の留意点
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現象を「交絡」と呼び、この場合の隠れた因子（ここでは喫煙）
を「交絡因子」Confounderという

例１）
• ライターを持ち歩いている人は、肺癌になる
確率が、持ち歩かない人に比較して高かった。

→ライターは肺癌の原因になる。

ライターが原因ではなく喫煙者がライターを
持っており、喫煙が肺癌を引き起こす
交絡(Confounding)

ライター 肺癌

喫煙
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例２）
母親が薬Aを飲むと子供に自閉症が起きるリスクが
増えるのでは、と疑われた
• 自閉症の児を持つ母親100名（A群）と、
• 非自閉症児の母親100名に（B群）、
薬Aの服用歴を聞いた。A群では10名、B群では3名
が服薬歴有りと答えた。（A、B群は薬・疾患以外の特性は同等）

→薬Aは児の自閉症リスクを高める

思い出しバイアス（Recall bias）
実際に結果がわかっていると、思い出す確率も高ま
る

42

（以降、例１ 以外のバイアスを検討）



例３）
• 腰痛を持っている４0代女性は、腰痛を持ってい
ない同年代女性よりも3倍風邪薬の処方頻度が高
いことがわかった。

→腰痛は風邪の原因の可能性がある（少なくとも関
連している！？）

腰痛患者のほうが、医療機関にかかる割合が高い
医療機関に行くついでに風邪と診断されることがあ
る

見つけ出し(検出)バイアス Detection bias
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例4）
• ある検診で血圧130／90を超えた人100人に1週
間麦飯を支給してその後血圧を再検した。

• すると、平均血圧が
（1回目） 140／95 →（2回目） 133／88
でした。

麦飯は血圧降下の役割がある！

この結論は正しい？
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平均への回帰（Regression to the 
mean）

サンプル時に「血圧の高い群」を選んできている
そのうち何割かは「たまたまそのとき血圧が高かった」

血圧変動

サンプル時
次に測った時には、
平均値へ近づいている
つまり下がっている

集団で平均を取ると血圧が下がる傾向になる。

極端なサンプルを取ったため、偶然変動が見かけ上の効果を作り出した
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例５）実際の研究

46

プロテスタントの割合が多い地域ほど、自殺率が高い
→プロテスタントは自殺率が高いと言えるか



例５の回答）
• 自殺をしているのはプロテスタントではなくカトリッ
クかもしれない（個人レベルの関連の途絶）

• 他の要素（交絡因子）が影響しているかもしれない

• Ecological Fallacy 生態学的誤謬
集団同士で見られた関連は、個人レベルに当てはまらな
い

応用）
脂質摂取の多い国ほど乳癌が多い
→脂質摂取は乳癌の原因になる、とはいえない

47



教訓

• 数字はバイアスに常に注意
代表的なバイアスを知っておく

平均値への回帰
生態学的誤謬（Ecological Fallacy）
は陥りやすく有名

48



例６）

肺癌の患者のうち、胸部レントゲン検診で見つかった人は検診以外
で見つかった患者よりも診断から長期生存した。→だからレントゲン
検診は有効である（両群の基礎特性は同等）

• Lead-timeバイアス

がんの自然な進行
がん発生 検出可能 症状発現 進展・転移 死亡

X X X X X

延長生存期間はここだけかも？

検診！

49



例７）

肺癌の患者のうち、胸部レントゲン検診で見つかった人は、外来受
診でステージの同じ患者群よりも長期生存した

→だからレントゲン検診は有効である（両群の基礎特性は同等）

進行速度が遅く、長く無症状でとどまる癌ほど、検診では発見されや
すい。
• Length Bias

50



Length biasなぜ起きる

51

経過長い＝進行遅い

経過短い＝進行早い

検診



人には寿命がある。
病気には進行速度がある。

病気の
進行度

年齢
寿命

致命的

早期

末期

進行期

↑

↑

発生

症状

発見可

進行速い病気（＝早期発見有効かも）

進行遅い病気（＝早期発見無効）

検診、見つければ良い
というものではない

自然に治る病気



住民住民

患者を分母にするのも×
• 分母を患者ではなく、住民人口とする

死亡

患者数

通常の疾患発見
（症状ベース）

死亡

患者数

早期発見
（検査・検診による）

発見増加分

重要：患者を分母とすると死亡割合が減る。でも全体を見ると死亡割合は減っていない



神経芽細胞腫の罹患率と死亡率

54
Neuroblastoma trends in Osaka, Japan, and Great Britain 1970–1994, in relation to screening, Volume: 103, Issue: 4, Pages: 538-543



教訓

• 検診の有効性は、
患者を対象に評価してはダメ
住民全体を対象に評価する

55



２．データの見方の基礎
①．基本的な数値の見方
以下の違いは？

– 死亡率 vs 生存率
– 年齢調節死亡率 vs 粗死亡率
– 罹患率 vs 有病率

②．数字に騙されない（疫学の常識）

③. アンケート調査の留意点
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③．アンケート調査の留意点
１．代表性
「アンケートの対象」が、「知りたい対象」
を代表しているか

２．聞き方
回答の分布が聞き方に影響されていないか
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代表性を問う
１．知りたい集団は明確か？

２．サンプルの方法は公平にランダムか

３．データを得た後に知りたい集団と比較
されているか

58



患者体験調査デザイン：多段階無作為抽出

１．病院抽出：各都道府県で
– 都道府県拠点病院全施設
– 地域拠点病院2施設を無作為抽出

２．患者抽出：各施設内で計105名
– 希少がん（暫定定義） 15名
– 19歳～39歳 15名
– その他のがん 70名
（事務局にて、院内がん登録の全国データを用いて

無作為抽出を行う）

– がん以外の受診者 5名

59

県拠点： 埼玉がんセンター
地域拠点: さいたま赤十字病院

川口市立医療センター
さいたま市立病院
埼玉医科大学総合医療センター
埼玉県済生会川口総合病院
春日部市立医療センター
深谷赤十字病院
獨協医科大学埼玉医療センター
戸田中央総合病院
国立病院機構埼玉病院
埼玉医科大学国際医療センター
自治医科大学附属さいたま医療センター

例：埼玉県の場合



患者アンケートの代表性
• 病院で外来に受診した患者にアンケート
を渡して記入を依頼

１．知りたい集団は：

２．公平にランダムか：

60

通院している患者？

？



用語
• 代表サンプル

– 知りたい集団からランダムに抽出
– 確率を使って悉皆調査を代替
– 公的統計に使われる
– 回答率が課題

• 便利サンプル（convenience sample）
– 接触しやすい集団を調査
– 研究者が仮説導出のために使う
– 手順が可能
– 回答率が高かったとしても偏っている可能性が高い

61よくあるネット調査は便利サンプル！！



「来院した患者を対象」の問題点

• 患者２は頻繁に来院＝重症or体調が悪いor診断直後
• 患者６は希に来院＝軽症or治療終了or病院嫌い
来院患者をサンプル＝重症患者を過剰にサンプル and

来院中断患者は対象にならない
62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
患者１
患者２
患者３
患者４
患者５
患者６
患者７

↓ ↓ ↓
どこかの週を選んで、調査を行うとする

5/14
7/14
3/14
5/14
4/14
1/14
3/14

サンプルに入る確率週



聞き方も注意
ありがち：
• ２つの事柄を同時に聞く
貴院は患者の希望を聞いて標準医療を行っていますか？

• 選択肢が重なっている
病気になったことによって仕事は影響されましたか？
①継続した②自主退職した③現在は働いている

• 望ましい回答をしてしまう（いい子バイアス）
講義中にメールをしたことはありますか？

• 他の選択肢に影響される

63



実例：臨床試験の認知

内閣府平成26年がん対策に関する世論調査(一般人対象)
臨床試験を 「よく知っている」 43.1％

「言葉だけは知っている」 38.5％
「知らない」 17.8％
「わからない」 0.6％

患者体験調査は
臨床試験を よく知っている 8.5% 

ある程度知っている 35.7%
聞いたことがあるが余り知らない 50.5％
聞いたことがない 5.3％

64

指標名：

データ源：

指標：

対象：
拠点病院のがん患者

算出法：
臨床試験に関して、「よく知っている」と答えた患者の割合 8.5%

(補正値)

患者体験調査において、問33. 「臨床試験」とは何か知っていますか？という問いに対し、「1.よく知っている」と回答した患者の割合を算出。無回答は分母より除外。
6729より無回答553を除外。(531)が「1. よく知っている」、（2103）が「2. ある程度知っている」と回答。

C11a

2015年

拠点病院のがん患者の臨床試験の認知度

がん患者アンケート（患者体験調査）

留意点：



もし、アンケートを作るなら
絶対基本：パイロット

65

パイロット 改訂



パイロットは・・
• できるだけ対象者に近い人
• たとえ近くない人でもやらないよりまし

確認事項
• 答えやすいか
• 質問の意図を理解できたか
• その他、思ったこと
をインタビューが基本
（最低でも自由記述回答で収集）
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協議会でもんだから・・
ではダメです。実際に回答者が、
「具体的にどういう体験をした」を聞き、
「質問文をどのようにとらえて」
「どの選択肢を回答した」
またその回答は
「類似質問への回答と、どう区別したか」
さらにそれは
「質問意図から外れていないか」
を検証するのがパイロット
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インタビューで確認すべき事柄
・どんな治療を受けたか → 化学療法を受けた
・どんな具体的な説明を受けたのか

→ 挙児希望があれば、卵子の保存が可能といわれた。

＝＞想定通り



69

確認すべきこと：
スケジュールはどんな感じだったか、見通しは？対話とは、具体的な状況は？

「まあ、予約の間隔も決まってたからね、何か月も先のことはわからないけど、そんなに
困ったことはなかったかな。でも、突然「手とか足に湿疹ができたときにはびっくりしたね。
そんな話は聞いたような気もするけど、あまり覚えてなかったね」
「治療の時はいろんな人が来て説明してくれたから、まあ話はできたんじゃないかな、でも
『とても』ってほどじゃないね。説明はしてくれるけど、ちょっと忙しそうでこちらの話に
耳を傾けてくれたかといわれると、一段階下がるかな」



教訓
アンケートは、
対象者に代表性があるか
質問がパイロットされているか
どんな表現・選択肢で聞いたのか

が大事

パイロット＝試行回答者にインタビューすること
「やってみる」だけでは不十分
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まとめ
• 計画時：何よりも目標を立てること

–数値目標で無くても良いが、具体的に
–そこから、中間目標、施策を考える

• データ源は様々
–統計値、指標を正しく知る、解釈する
–ありがちなバイアスを知る
–アンケート調査は正しく作る
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