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実践編：医療介護総合確保基金の「ア
ウトカム評価」

国立社会保障・人口問題研究所

泉田信行

国際医療福祉大学
2019年6月14日（木）
#12 「医療計画」と「がん計画」の効果を高める
～役立つツール「ロジックモデル」を活用して～

本日お話ししたいこと

• 研究班の問題意識

• 当時直面した状況

• アウトカム欄がある事業評価シート

• 医療・介護連携指標をめぐって

• その他の課題

• 促進会議で報告した内容

• 都道府県への普及状況
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研究班の問題意識

なぜ評価を実施するのか：背景

• 社会保障・税一体改革大綱について（平成24年2月17日閣議決定）

• 社会保障制度改革推進法（平成24年8月22日法律第64号）
– 社会保障制度改革国民会議の設置

→ 報告書（平成25年8月6日公表）
→推進法第４条の規定に基づく「法制上の措置」

• 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法
律（平成25年12月13日法律第112号）
– 講ずべき社会保障制度改革の措置

• 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法
律の整備等に関する法律
１．新たな基金の創設と医療・介護の連携強化（地域介護施設整備促進法等
関係）
２．地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保（医療法関係）
３．地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化（介護保険法関係）
４．その他
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基金の位置づけ

「医療及び介護の総合的な確保に資する基金の効果的
な活用のための持続的な評価と計画への反映のあり方

に関する研究」

研究期間 平成27年度～平成28年度

研究班の構成（所属は平成28年度末）

○研究代表者

泉田 信行 国立社会保障・人口問題研究所

○分担研究者

小野 太一 政策研究大学院大学

川越 雅弘 国立社会保障・人口問題研究所

野口 晴子 早稲田大学政治経済学術院

石川 ベンジャミン 光一 国立がん研究センター

○研究協力者

森田 朗 国立社会保障・人口問題研究所

大津 唯 国立社会保障・人口問題研究所

※厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業））
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研究班の研究目的（その１）

• 「地域における医療及び介護の総合的な確保の促
進に関する法律」第六条による基金の仕組みが、効
果的・効率的に活用されるために必要な、持続的な
評価の方法、それに使用される評価指標等を作成す
ること、

⇒ 「実務的な使用に耐える」

⇒「評価疲れしない」 評価枠組・評価指標を作成したかった

（H27年度：総括報告書）

研究班の研究目的（その２）

• 都道府県による基金事業の選択に影響を与える要
因を明らかにすること、

⇒「基金」の枠組みで「正しく」事業が選択され得るか否か？

（H27年度：総括報告書）
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研究班の研究目的（その１）

• 都道府県における「基金事業」の実施サイクルの実
際を明らかにすること、

⇒「 「都道府県での」実務的な使用に耐える」

⇒実際のところ、都道府県でどのように実務が担われている
か見当がついていなかった。

（H27年度：総括報告書）

当時直面した状況
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直面した状況

基金制度
開始

H26 H27 H28

研究班
開始

計画 事業
評価

計画 事業
評価

直面した状況

（H27年度：分担報告書図2）
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直面した状況

（H27年度：分担報告書）

0 10 20 30 40 50 60 70 80

１．病床機能分化・連携事業

２．ICTを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備

１．在宅医療連携拠点整備事業

２．在宅療養支援診療所整備事業

３．訪問看護ステーション整備事業

４．訪問看護職員研修事業

５．在宅歯科連携室設置運営事業

６．地域包括ケア実施体制整備

１．地域医療支援センター事業

２．産科医等確保支援事業

３．新生児医療担当医確保支援事業

４．女性医師等就労支援事業

５．新人看護職員研修事業

６．看護師等養成所運営等事業

７．看護師等養成所施設整備事業

８．看護師宿舎施設整備事業

９．医療勤務環境改善支援センター

１０．勤務環境改善ソフト事業

１１．勤務環境改善ハード事業

１２．潜在看護師就業促進事業

１３．院内保育所

１４．小児救急電話相談事業

１５．小児救急医療体制整備事業

総事業数

直面した状況

（H27年度：分担報告書）

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

１．病床機能分化・連携事業

２．ICTを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備

１．在宅医療連携拠点整備事業

２．在宅療養支援診療所整備事業

３．訪問看護ステーション整備事業

４．訪問看護職員研修事業

５．在宅歯科連携室設置運営事業

６．地域包括ケア実施体制整備

１．地域医療支援センター事業

２．産科医等確保支援事業

３．新生児医療担当医確保支援事業

４．女性医師等就労支援事業

５．新人看護職員研修事業

６．看護師等養成所運営等事業

７．看護師等養成所施設整備事業

８．看護師宿舎施設整備事業

９．医療勤務環境改善支援センター

１０．勤務環境改善ソフト事業

１１．勤務環境改善ハード事業

１２．潜在看護師就業促進事業

１３．院内保育所

１４．小児救急電話相談事業

１５．小児救急医療体制整備事業

事業報告にアウトプットを明記した割合（％）
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直面した状況

（H27年度：分担報告書）

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

１．病床機能分化・連携事業

２．ICTを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備

１．在宅医療連携拠点整備事業

２．在宅療養支援診療所整備事業

３．訪問看護ステーション整備事業

４．訪問看護職員研修事業

５．在宅歯科連携室設置運営事業

６．地域包括ケア実施体制整備

１．地域医療支援センター事業

２．産科医等確保支援事業

３．新生児医療担当医確保支援事業

４．女性医師等就労支援事業

５．新人看護職員研修事業

６．看護師等養成所運営等事業

７．看護師等養成所施設整備事業

８．看護師宿舎施設整備事業

９．医療勤務環境改善支援センター

１０．勤務環境改善ソフト事業

１１．勤務環境改善ハード事業

１２．潜在看護師就業促進事業

１３．院内保育所

１４．小児救急電話相談事業

１５．小児救急医療体制整備事業

計画に明記した上で報告にも明記した割合（％）

当時の状況

• 「計画」に「定量的指標」を書き込んでもらえれば事
業評価にも書いてもらえるのではないか？？？

• まずは「計画」に「定量的指標」を書き込んでもらうと
ころからスタート・・・
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アウトカム欄がある事業評価シート

当時の心配ごと

• インプットはともかくとして、アウトプットとアウトカム
の違いが区別されていなさそう・・・。

– （都道府県ヒアリングでの印象）

• 事業継続のために基金の理由づけを考えてない？

– 地域医療再生基金があった

• 事業選定にロジックモデル（※）が明示されることが重要

→ 発想の転換を促すことが必要

（※）本来的な意味でのロジックモデルと言えるほどのレベル感かはともかくとして
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当時の都道府県（市町村）計画現行フォーマット
事業の区分

事業名 【総事業
費】

千円
事業の対象となる医療介護
総合確保区域

事業の実施主体

事業の目標

事業の期間

事業の内容

事業に要する費用の額 金額 総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

(千円) 基金充当額
（国費）
における
公民の別
（注１）

公 (千円)

基金 国（Ａ） (千円)

都道府県
（Ｂ）

(千円) 民 (千円)

計（Ａ＋
Ｂ）

(千円) うち受託事
業等（再
掲）（注

２）
(千円)

その他（Ｃ） (千円)

備考（注３）

都道府県（市町村）計画提案フォーマット
事業の区分

事業名 【総事業費（計画期間
の総額）】

千円
事業の対象となる医療介護総合
確保区域

事業の実施主体

事業の期間

背景にある医療・介護ニーズ

アウトカム指標：

事業の内容

アウトプット指標

アウトカムとアウトプットの関
連

（自由記述）

事業に要する費用の額 金額 総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

(千円) 基金充当額
（国費）
における
公民の別
（注１）

公 (千円)

基
金

国（Ａ） (千円)
都道府県
（Ｂ）

(千円) 民 (千円)

計（Ａ＋
Ｂ）

(千円) うち受託事業
等（再掲）
（注２）

(千円)
その他（Ｃ） (千円)

備考（注３） （計画期間が複数年度に渡る場合は年度ごとの総事業費を本欄に記載）
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当時の事後評価現行フォーマット
事業の区分
事業名 【総事業

費】
（千円）

事業の対象となる区域

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日
□継続 ／ ☑終了

事業の目標

事業の達成状況

事業の有効性・効率性 （１）事業の有効性
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○。

（２）事業の効率性
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○。

その他

事後評価改定提案フォーマット
事業の区分
事業名 【総事業費】

（千円）
【今年度執行分】

（千円）
事業の対象となる区域

事業の実施主体

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日
□継続 ／ ☑終了

背景にある医療・介護ニーズ

アウトカム指標値：

事業の内容（当初計画）
アウトプット指標（当初の目標
値）
アウトプット指標（達成値）

事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標値：
観察できなかった
観察できた → 指標値：

（１）事業の有効性
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
（２）事業の効率性

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

その他
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医療・介護連携指標をめぐって

医療・介護連携指標をめぐって

• 医療計画（地域医療構想）、介護保険事業（支援）計画の狭
間にあって、医療介護連携指標は基金事業で充実すべき本
丸（？）

• 他方で、医療介護連携は各地でその枠組みが構築されてい
る途上のもので方向性も様々。アウトカムも様々と考えられ
、公的統計で把握されていない。

• 医療介護連携のアウトカムの概念枠組み、測定の方向性を
示すところで時間切れとなった。
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医療・介護連携指標をめぐって

個別のケースにおける連携と地域における連携の基盤

（H27年度：分担報告書図2）

医療・介護連携指標をめぐって

連携の場面

（H27年度：分担報告書図3）
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医療・介護連携指標をめぐって（指標例）

・事例から課題が抽出され、調整方針が立てられた上で示される評価指標例
・事例とその課題内容は当然患者・介護利用者・家族の事情
＋地域の医療、介護・福祉、住まい等の実情を踏まえて生成される。

・調整方針も同じ
・事例－課題－調整方針に沿った適切な指標例が見つかれば、地域の実情に
根ざした非常に良い評価指標となる。

（H27年度：分担報告書表4）

入退院支援 退院時カンファレンスにおけるケアマネ参加率 

医療処置（経管栄養、吸痰など）に対応できる介護施設数 

医療従事者向けの福祉研修会の開催回数および参加人数 

急変時対応 訪問診療が行われている患者の緊急往診要請に対する応需率 

看取り 在宅医療を希望するも調整困難となった件数 

 

その他の課題
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いつ評価を実施するのか

〇会計年度が3月31日に〆られるので、4月1日からの次年度事業に前年度の
評価結果を反映することは論理的に不可能。（現実はそれ以前の状況だった）

（H27年度：総括報告書図1）
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いつ評価を実施するのか

〇基金とは言え、各年度ごとに予算の執行状況についての会計報告が必要
であり、財政単年度主義から逃れられていない状況。完工時に評価を行うと
すると、予算執行時点と乖離するか、事務負担を増すか、という選択となる。

施設整備 施設完成

複数年経過
（設計・用地取得・施工・内装・・・）

（当該年度） （翌年度以降）

促進会議で報告した内容
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厚生労働科学研究費補助金事業

「医療及び介護の総合的な確保に資する基金の効果的な活用の
ための持続的な評価と計画への反映のあり方に関する研究」

2017年9月7日
医療介護総合確保促進会議

国立社会保障・人口問題研究所
社会保障応用分析研究部長 泉田 信行

33

厚生労働科学研究について

１．研究班の名称 厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業(政策科学推進研究

事業)）「医療及び介護の総合的な確保に資する基金の効果的な活用のため

の持続的な評価と計画への反映のあり方に関する研究」（H27）

２．研究期間 平成27年度～平成28年度

３．研究班の構成（所属は平成28年度末）

○研究代表者

泉田 信行 国立社会保障・人口問題研究所

○分担研究者

小野 太一 政策研究大学院大学

川越 雅弘 国立社会保障・人口問題研究所

野口 晴子 早稲田大学政治経済学術院

石川 ベンジャミン 光一 国立がん研究センター

○研究協力者

森田 朗 国立社会保障・人口問題研究所

大津 唯 国立社会保障・人口問題研究所

• 促進会議の議論を踏まえ、地域医療介護総合確保基金の評価指標を検討

• 研究班会議10回開催：各回に厚生労働省各局担当者がオブザーバ参加

• 16都道府県にヒアリング調査を実施 34
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研究班の目的及び作業方針

１．研究班の目的

（１）「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」第六条による基金の

仕組みが、効果的・効率的に活用されるために必要な、持続的な評価の方法、それに使

用される評価指標等を作成すること

（２）都道府県における「基金事業」の実施サイクルの実際を明らかにすること

２．指標例検討に際しての基本的な考え方（概略）

（１）都道府県による主体的なマネジメントに資するものとする。

（２）都道府県が主体的に指標を設定するのを妨げるものではない。ただし、都道府県が独自

の指標を設定する場合は本指標例と同様の性質である必要がある。

３．指標の構成・性質（概略）

（１）個別の事業についてのアウトプット指標とアウトカム指標、及び連携指標が設定される。

（２）個別基金事業の達成はアウトプット指標として測定される。

（３）アウトカム指標は、事業実施～事業アウトプット産出により、患者・住民や地域に

もたらされると期待される変化である。地域医療構想、医療計画、介護保険事業支援

計画中に記載される項目を含む指標で測定される。

（４）医療・介護の連携は、適切なケア/サービスの組み合わせの達成として捉え、連携の

基盤整備側面、連携の場面・傷病別の側面から評価するものとした。

35

評価指標の構成

概念枠組み：ケアのパフォーマンス評価における医療・介護の連携の位置づけ

ケアシステムのパフォーマンス

ケアの質 ケアへのアクセス 医療・介護費と財源

健康に対する医療以外の決定要因

ケアの資源と活動

保健医療労働力 保健医療活動

人口学的・経済学的背景、医療費と財源

（出所）OECD (2015)*を参考に研究班が作成。
(*) Health at a Glance 2015: OECD Indicators , OECD Publishing, Paris.

健康状態・自立度・在宅生活の継続 ＝全体を通じたアウトカム指標

（例）医療・介護の連携 （例）認知症ケア （例）介護サービス強化、

在宅医療・訪問看護の強
化

（例）介護サービスの効
率性

（例）専門職の確保・養成 （例）介護予防、健康作り

個
別
サ
ー
ビ
ス
の
ア
ウ
ト
カ
ム
指
標

適切なケア/サービスの組み合わせ

医療・介護の連携

個別サービスの
アウトプット指標

36
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アウトプット指標例

１．指標例

（１）医療分（事業区分1,2,4）は21種類、介護分（事業区分3,5）は25種類の事業の指標を例示

（２）具体的な指標例は参考資料（平成28年度総合研究報告書）を参照

２．指標例設定の例

（１）在宅療養支援診療所整備事業 → 新たに整備する在宅療養支援診療所の数

（２）人材育成に取り組む事業所の認証評価制度実施事業 → 認証を受けた事業所数

（３）訪問看護職員研修事業 → 研修参加者数

３．考え方

（１）基金事業が産出するもの「そのもの」を測定

（２）事業ごとに適切な指標があり得る。

（３）都道府県が個別に適切に指標を選択することが重要

（４）アウトプットを定量的に測定することを基本とすることが重要

４．今後の課題

１）定量的なアウトプット測定の着実な実施

２）地域の現状を把握した上で、達成すべき地域の目標（アウトカム）を設定し、その達成の

ために如何に事業を設定し、適切にアウトプットを達成するかという発想へ転換が必要37

アウトカム指標例

１．指標例

（１）アウトプットと同様に事業ごとにアウトカム指標を例示

（２）具体的な指標例は参考資料（平成28年度総合研究報告書）を参照

２．指標例設定の例

（１）在宅療養支援診療所整備事業 → （例）在宅療養支援診療所数［地方厚生局］

（２）人材育成に取り組む事業所の認証評価制度実施事業

→ 介護サービス従事者数［介護サービス施設・事業所調査］

（３）訪問看護職員研修事業 → 訪問看護利用者数［NDB、介護給付費実態調査］

３．考え方

（１）アウトカム指標は事業実施により、患者・住民や地域にもたらされると期待される

変化を測定・把握。

（２）地域のニーズを踏まえたアウトカムを設定し、それに最も好ましい事業（インプット）

選定を行うという思考を取ること。（ロジックモデル）

（３）基金事業の評価に際して用いる指標や目標と医療計画、介護保険事業計画等で

用いるものとを一体化し、共通のスケールに沿って管理できるようにすることが望ましい。

（４）都道府県が個別に適切に指標を選択することが重要（研究班は指標「例」を例示）

（５）毎年実施される、医療圏ごとに結果が公表される公的統計から指標例を作成（原則）38
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医療・介護連携指標の構成

• 考え方：

医療・介護の連携は、適切なケア/サービスの組み合わせの達成として捉え、連携の基盤と場面

や傷病ごとの連携について評価する。

• 医療・介護連携の基盤整備に関する指標

– 医療機関・介護事業所相互の連携、地域包括ケアシステムの構築、医療・介護連携の促進のための研修

• 医療・介護連携の場面・傷病別指標

– 退院支援（例：入院時情報連携加算算定件数［介護給付費実態調査］）

• がん（終末期）、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患

• 骨折、肺炎

– 在宅療養支援

– 在宅での看取り

• 具体的な指標例は参考資料（平成28年度 総合研究報告書）を参照

医療計画の5疾病に対応

ロコモティブシンドローム、フレイル、肺炎、大腿骨頚部骨折等につ
いては、医療計画に記載すべき５疾病に加えることとはしないもの
の、その対策については、他の関連施策と調和をとりながら、疾病
予防・介護予防等を中心に、医療・介護が連携した総合的な対策
を講じることが重要である。

第8回医療計画の見直し等に関する検討会
（平成28年12月7日）資料1 意見のとりまとめ（案）

39

例：がん患者の在宅死亡割合
［人口動態統計］

例：心臓リハビリテーションが可能な
医療機関数［地方厚生局］

例：在宅ターミナルケア加算の算定
件数［NDB］

指標の活用・改善に向けて

１．評価が実効的に行われるために

– 実務に耐える評価枠組み・指標例を構築する必要

・毎年実施・公表される公的統計など利用しやすい統計からアウトカム評価を作成

・複数年にわたる事業の適切なアウトカム評価も必要

２．基金事業が効率的・効果的に実施されるために

– 患者・住民の立場からはアウトカムが重要

– そもそも基金事業は手段（地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地

域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保）

– 事業を選定する際にロジックモデルが明示されることが重要 → 発想の転換が必要

（都道府県（市町村）計画のフォーマット及び事後評価改定フォーマット）

（基金事業計画の事前・事後評価のための工程チェックリスト案）

３．医療・介護連携のより適切な評価に向けて

– 医療・介護連携は、今後も発展・変化 → 評価枠組・指標例を使いながら改善していく必要性

– 国全体を俯瞰した評価 ←→ 地域の現状を踏まえた評価

４．基金事業のさらなる発展に向けて

– 公的統計の整備の必要性：指標が活用されるために、公的統計は二次医療圏単位、可能であれば

市区町村単位を地理的範囲として一次集計として公表されることが望ましい。

– ロジックモデルの学術的な検証の必要性：アウトカムの達成に、より効果的な事業は何か
40
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都道府県への普及状況（促進会議
2018年9月14日資料より）

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken_206852.html

まずは見比べて下さい
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まずは見比べて下さい

※厚労省としての総評
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※総務省の行政評価・監視

※総務省の行政評価・監視
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都道府県への普及状況についての評価

• 促進会議で報告した内容「指標の活用・改善に向け
て」で指摘しておいた将来的な課題の範疇にあるの
ではないか？

• 第12回促進会議の議事録は一見の価値あり

– アウトプット ⇒ アウトカムの関係性の評価

– 国全体を俯瞰した評価 ←→ 地域の現状を踏まえた評
価

• 本講義を受講した皆さんの活躍が期待されていると
考えています！

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken_206852.html

経済財政運営と改革の基本方針2019（仮称）（原案）

• 第３章経済再生と財政健全化の好循環

– （２）主要分野ごとの改革の取組①社会保障
• （医療・介護制度改革）

– (ⅱ)医療提供体制の効率化

• 地域医療介護総合確保基金の配分（基金創設前から存在している事業
も含む）における大幅なメリハリ付けの仕組みや国が主導する実効的な
ＰＤＣＡサイクルを構築するとともに、成果の検証等を踏まえ、真に地域
医療構想の実現に資するものとする観点から必要な場合には、消費税
財源を活用した病床のダウンサイジング支援の追加的方策を講ずる。

• 病床の転換や介護医療院への移行等が着実に進むよう、地域医療介護
総合確保基金や急性期病床や療養病床に係る入院基本料の見直しに
よる病床再編の効果などこれまでの推進方策の効果・コストの検証を行
い、必要な対応を検討する。

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2019r/0611/agenda.html


