
【公募企画】K-3（パネルディスカッション）�

データを活用したコミュニケーションで「地域の医療の質」
を高める

企画者：埴岡 健一（国際医療福祉大学大学院）

◎環境：
　2025 年の「超少子高齢化人口減少社会」の本格突入を前に、医療提供体制の再構築が急がれている。2018
年 4 月の診療報酬・介護報酬同時改定、医療計画やがん計画などの各種計画の同時策定は、転換の大きなチャ
ンスといえる。こうした背景を踏まえ、344 医療圏などの地域ごとに、5 疾病 5 事業在宅医療などのテーマ別に、
異なる立場の者が参画し、コミュニケーションを行い、協働することにより、課題を解決し、医療の質を改
善することが期待されている。厚労省が 3 月 31 日に発出した通知などにも「疾病事業ごとに、地域の多様
な立場が参画し、地域のアウトカムの改善のために、SPO 指標を活用しつつ、協議をしながら政策の PDCA
サイクルを回していく」とのあり方と方向性が明記されている。同時に、NDB オープンデータの公表や各種
データセットの提供などにより、データ活用の環境も急速に整ってきた。
◎課題：
　方向感は示されたものの、その共有が十分になされていないのが現状である。また、「地域のアウトカムの
改善のために、SPO 指標を活用して PDCA サイクルを回すこと」の具体的な作業イメージが理解されてい
ない。さらに、これを実行するにはデータリテラシーや計画立案方法などに関するある程度の学習が必要で
ある。こうした対応が広まらなければ、地域医療の PDCA サイクルによる医療の質向上は、「絵に描いた餅」
となるため、こうした障壁の解消が、喫緊の課題となっている。
◎内容：
　国と県の視点から、また、行政、医療者、患者・住民、メディアの立場から、データを活用した地域の医
療の質改善の活動がどこまで進んできたかを、その取組の当事者から発表を行う。　
　まず、国の医療計画の疾病・事業別のロジックモデルと評価指標の考えを踏まえたうえで、県から、県に
おける医療計画策定作業の進め方と内容と急所について。データベースや計画策定研修の提供を多様な参加
者向けに行っている立場からは、その作業のポイントについて。県のがん対策担当者からは、政策協議の場
でのデータを活用した意見交換の試みについて。医療提供者からは、地域の関係者を巻き込んだがん計画案
策定のプロセスについて。メディア（ジャーナリスト）からは、地域医療の SPO 指標を使ったデータジャー
ナリズムの実例と今後の可能性について。
　以上の発表の後、会場の参加者も加わり、データを活用したコミュニケーションによって、どのように地
域の医療の質を高めていけるか、今後の展望や進め方についてパネルディスカッションする。
　これにより、上記の課題が解決され、多様な立場が集まりデータを活用して質の高い地域の対策を発展さ
せていく実践が進むための一助としたい。

＊注
・ SPO 指標：Structure（構造 = 医療資源）、Process（過程 = 医療サービス）、Outcome（患者の健康状態）

についての指標
・NDB：National Data Base（レセプト情報・特定健診等情報データベース）
・PDCA：Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）
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　厚労省の医療計画に関する通知において「疾病・事業ごとに、地域の多様な立場が参画し、地域のアウトカムや医療提
供体制の改善のために、SPO（構造・過程・成果）指標のデータを活用し、政策の PDCA サイクルを回す」というあり方
が示されている。地域でのその実行が焦点となっている。非営利活動特定法人（NPO）や大学による活動を共有し、さら
なる普及のために必要なことを考えたい。
　NPO がん政策サミットは、年 2 回の「がん政策サミット」を開催している。患者中心の六位一体（患者、議員、行政、
医療提供者、民間、メディアが共に取り組むこと）スタイルによる、がん対策の PDCA サイクルチェックを大きなテーマとし、
ロジックモデル（因果関係図）と指標データを使って PDCA 管理することを学んでいる。地域発のがん政策サミットの開
催などにより、そうした動きが各地に広がりかけている。
　がん対策においては、がん登録データの精度向上、集計・公表などにより、地域別にがん部位別の政策評価が可能とな
る素地が整ってきた。ただ、地域のデータリテラシーの不足がその十分な活用の阻害要因になっている。その解決のため、
NPO がん政策サミットは「がん対策地域別データ集」を作成し、地域の計画検討会議などでも活用されはじめている。
　医療計画全般における動きもある。東京大学公共政策大学院の人材養成講座である医療政策実践コミュニティー（H-PAC）
から派生した、有志メンバー（約 100 人）による地域医療計画実践コミュニティー（RH-PAC）は、2014 年 12 月に「地域
医療ビジョン／地域医療計画ガイドライン」を策定した。5 疾病 5 事業在宅医療に関して、ロジックモデルとそれに対応し
た指標項目をセットにした「施策・指標マップ」が掲載されている。
　H-PAC は 15 年 12 月には「全国地域別・病床機能情報等データベース」を作成した。5 疾病 5 事業在宅医療に関する約
2200 個の SPO 指標を 344 医療圏別に整理し、ロジックモデルに沿ったデータ収集の労力を大幅に軽減するものとした。
　地域での協働を高めるには、①使う側の身になったデータの公表②異なる情報源から必要なデータを集めたデータセッ
ト提供③六位一体で熟議をする場の積極的設定――を促進することが求められる。

〇埴岡 健一
国際医療福祉大学大学院�医療福祉ジャーナリズム分野

K-3-2
ロジックモデルと指標データによって、地域医療を PDCA する 
〜患者・住民を含めた多様な立場による協働作業の可能性〜

« 医療と介護の総合的な確保に向けた取り組み »
社会保障と税の一体改革において、少子高齢化による人口減少と資源不足に直面する日本は、都道府県が主体となって取
り組む医療計画に、地域医療構想という新たな政策を盛り込み、平成 18 年度に盛り込まれた５疾病５事業及び在宅医療と
合わせ、地域包括ケアシステムの構築に資する医療提供体制を目指すこととなった。
« 更なる医療機能の分化・連携を推進する第７次医療計画 »
都道府県は、５疾病（がん、脳卒中、心筋梗塞等の心疾患、糖尿病、精神疾患）５事業（救急医療、災害医療、へき地医療、
周産期医療、小児医療）及び在宅医療という 11 分野において、それぞれの目指すべき姿に向け、地域における医療機関の
機能分化・連携を推進するため、様々なデータを活用し、PDCA サイクルを回していくこととなっている。
現行の第６次計画までは、活用できるデータが施設数や病床数、医師数といったストラクチャー指標中心であり、取組み
も施設整備や従事者確保が中心であった。ところが近年、NDB や DPC データといった臨床現場での医療行為に関連する
プロセス指標の研究・開発が進み、平成 30 年度からの第７次計画では、プロセス指標中心の計画を策定するための指針が
厚生労働省から示された。
さらに、指針においては、アウトカムの改善を目指した政策循環について、どれだけ結果に寄与したかというインパクト
評価についても言及されており、これまで以上に政策評価の仕組みが強化された。
« 地域を評価するという仕組み »
医療計画においては、二次医療圏という地域単位である程度の医療を完結させることを目指しており、その評価について
も地域単位で行われる。つまり、個別の医療機関のみを評価するのではなく、地域全体で医療が価値を出しているかどう
かという観点から評価されるということである。地域最適化を目指すためには、行政、医療機関、住民等の多くの利害関
係者が同じ方向を目指し、その進捗状況を共有しながらそれぞれのプロ性を発揮する必要がある。
これからの医療従事者には、これまで以上に医療計画を推進するという役割が期待される。

〇伴 正海
横浜市立大学医学研究科�博士課程医科学専攻

K-3-1
5 疾病 5 事業及び在宅医療の質向上のためのデータ活用に関する国の政策と県の対応
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１．「第２次沖縄県がん対策推進計画」（以下、第２次計画）中間評価
　沖縄県がん診療連携協議会（以下、協議会）がん政策部会では、ロジックモデルを用いて、アウトカムを重視した沖縄
県のがん計画および指標を新たに作成した。協議会及び他の 6 つの専門部会でも聴取を行い、その上で第２次計画及び指
標を含めて、中間評価を行った。協議会及び各専門部会には、概ね患者関係者や有識者・専門家が入っており、幅広く意
見聴取を行った。さらに、タウンミーティングを行って、県民からも直接意見を聴取した。
２．「第３次沖縄県がん対策推進計画」がん政策部会案作成
　ロジックモデルを用いて、前述の中間評価の結果を踏まえて、沖縄県にとって理想的な計画を目指した。協議会及び各
専門部会からも意見を聴取した。分野アウトカムと指標を設定し、分野アウトカムに結びつく中間アウトカムと指標、さ
らに中間アウトカムに結びつく施策と指標を設定した。指標に関しては、なるべく客観指標を用いるようにしたが、それ
ができない場合は、前述の中間評価の際に施行した患者・家族（遺族）調査と医療者調査を再度行うことを予定して、主
観評価も一部に取り入れた。
３．沖縄県大腸がんプロジェクト
　沖縄県の大腸がん死亡率のワースト1位をきっかけに、協議会で審議をして、大腸がん死亡を減らすことを目的にプロジェ
クトチームが結成された。琉球大学医学部附属病院がんセンターが事務局となり、沖縄県、保健所、沖縄県医師会、沖縄
県外科会、沖縄県内視鏡医会、がん診療連携拠点病院から委員が推薦された。過去 10 年のデータを確認しながら、予防、
検診、医療毎に、ロジックモデルを用いて、分野アウトカムと指標、中間アウトカムと指標を設定した。
４．まとめ
　ロジックモデルにより、それぞれの最終的なあるべき姿を、全ての立場の方々に明確に示すことができた。前述したプ
ロセスにより、（1）データと場の共有により直接関わる委員同士や事務局等の間で、（２）タウンミーティングで県民等との、

（３）患者調査等で医療消費者等との、（４）医療者調査等で医療提供者とのコミュニケーションを高めることができるので、
医療の質を高めるための PDCA をより効果的に回していけると考えられる。

○増田 昌人
琉球大学医学部附属病院がんセンター

K-3-4
沖縄県がん対策推進計画等の PDCA サイクルにおけるデータ活用とコミュニケーション

  従来より、がんの現状を表すデータとしては「死亡」に関するデータを活用する都道府県が多かったが、「地域がん登録」
が始まったことで、罹患率や生存率などが算出できるようになり、がん予防や早期発見、医療の質などのがん対策につい
ての評価指標にも活用が期待されている。しかし、地域がん登録は都道府県が任意に実施していたこともあり、全国デー
タは 2012 年症例分がやっと出揃ったところで、その精度には格差があり、全国比較はまだ先になる見込みである。
  奈良県では、2012 年から地域がん登録を開始し、2009 年症例よりデータを収集しているが、2011 年症例から精度が上が
り、2012 年症例は国際基準に到達し、2 年間のデータ分析が可能となったが、5 年生存率などのデータは揃っていない状況
であった。しかし、データが揃うまで手をこまねいているのではなく、エビデンスにこだわりつつ精度は低くても今あるデー
タを活用し、現状や取組の評価のひとつの目安として分析を始めた。
  今回のデータ分析の特徴として、一つには、行政が一方的に分析したものを提示するのではなく、がん対策の審議の場（が
ん対策推進協議会等）において、拠点病院、医師会等医療関係団体、教育、雇用などの関係者や患者代表など、色々な立
場の方と一緒に議論を行ったこと。二つには、２次医療圏ごとの死亡や罹患データ、がんのリスク要因である喫煙率や塩
分摂取量などのデータ、診断時のがん進行度などのデータを、がん種別に分析し、どのような原因があるのかを「ロジッ
クモデル」を活用しデータ分析を行ったことである。
  今回のデータ活用の試みでは、まだまだデータ自体が少なく精度が低いこと、比較するデータが十分でないことなどから、
データ活用にはさまざまな限界があることがわかった。また、データの解釈によっては、医療に信頼を寄せている患者に
必要以上の心配をかける場合があることもわかった。こうした限界や留意点を理解したうえで、がん登録データを上手く
活用し、また、院内がん登録やレセプトデータなど多面的にデータ分析を進めることで、より地域の実情に応じた政策立
案につなげられるのではないかと考えている。

〇大井 久美子
奈良県�医療政策部保健予防課

K-3-3
奈良県のがん対策審議の場における、ロジックモデルと評価指標データ活用の試みから
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各都道府県の保健医療計画、がん対策推進計画では、概ね 2 次医療圏ごとに 5 大がんや脳卒中などの医療提供体制の整備
が進められている。しかし、全国の 2 次医療圏を一望して比較できるデータは乏しい。そこで、『中央公論』2016 年 6 月号
に、全国 344 医療圏の 2 次医療圏別がん標準化死亡比の一覧と胃・大腸・肝・肺がんの部位別ワースト 30 医療圏を掲載し、
医療圏別の罹患率、がん検診受診率などのデータがある大阪府を例に SPO 指標を用いた分析を試みた。また、同誌 2017
年 2 月号では、全国 344 医療圏の 2 次医療圏別がん標準化死亡比の一覧と脳梗塞、脳内出血の標準化死亡比ワースト 30 医
療圏を掲載し、特に全国的に見て死亡比が高かった地域の関係者を取材した。 がんと脳卒中に関して、2 次医療圏別のデー
タをまとめて分かったのは、医療圏によって死亡比には大きな差があることである。都道府県別にはがんや脳卒中の年齢
調整死亡率が良好でも、2 次医療圏別に見ると死亡比が高い医療圏、あるいはがん全体では目立たなくても、大腸がんの死
亡比だけ悪い、あるいは肝がんが突出して悪い医療圏もあった。標準化死亡比が高かった医療圏の医療関係者や行政担当
者に取材したところ、「自分の医療圏が、全国的にここまで悪いとは知らなかった」という声が聞かれ、改善に乗り出した
地域もある。標準化死亡比をランキング化することには賛否両論あるが、ワースト 30 に入ったことで切迫感を持った医療
関係者や行政担当者がいたのも事実である。今後、限られた予算の中で、1 次予防、2 次予防も含めた疾病対策に取り組み、
各地域の医療の質を見直し改善を進めるには、住民に関心を持ってもらうことが大切で、そのためにも地域医療の SPO 指
標を使ったデータジャーナリズムの役割が重要になる可能性が高い。全国紙、地方紙、テレビ、ウェブサイトなど様々な
メディアで、SPO 指標を用いたデータジャーナリズムが、地域の医療の質を改善する一翼を担う必要があるのではないだ
ろうか。

〇福島 安紀 1,2

1フリーランス、 2医療ジャーナリスト

K-3-5
がん・脳卒中の死亡率格差記事の経験から、データジャーナリズムの可能性を展望する
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