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2004年5月11日 公開 http://minds.jcqhc.or.jp
厚生労働科学研究費補助金にて運営中

ユーザー登録数約 ４万 人（2009年1月末）

（増加数1.0万人／１年）

利用は全て無料

インターネットを用いた医療情報提供事業



日本医療機能評価機構の事業

2）病院機能評価事業 （平成9年度より）
病院の評価認定を行っています。

3）医療事故情報収集等事業（平成15年度より）
本邦の医療事故報告収集：

日本国内の病院からの医療事故報告、ヒヤリ・ハット報告を厚生労働省
の委託事業として収集解析、広報しています。

4） 産科医療補償制度運営事業（平成21年度より）
分娩に関係して発症した脳性麻痺の児とその家族の経済的負担を補償し、

原因分析と、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図る。

1）医療情報サービス事業【Minds】（平成15年度より）
厚生労働省の補助金事業
医療関係者、患者、介護者の治療法選択のための情報提供の推進
EBMセンターとして、質の高い診療ガイドラインや医学情報を掲載



平成17年度完成予定
（計３疾患）

・急性胆道炎
・前立腺癌
・尿路結石

平成18年度完成予定
（計7疾患）

・大腸がん ・食道がん
・胆道がん ・膵臓がん
・卵巣がん ・腎がん
・皮膚がん

１１ ５

作る 伝える



Minds 事業
診療ガイドライン、ＥＢＭの普及

課題と取り組み

1. 使いやすい環境システム作り
インターネットの特性を利用したシステム

検索にヒットしやすい環境

2. ガイドライン内容の評価
科学的根拠に基づくガイドラインを評価選定

3. ガイドライン出版後の情報提供
・ 同一疾患での複数のガイドラインについてのレビュー
・ Cochran Review Abstract の日本語訳提供
・ ガイドライン出版後に報告されたRCTの情報提供

4. 医療者、一般国民への情報提供
診療ガイドラインの一般向け解説
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月別ページビュー数 月別ユーザー登録数

月別ページビュー数(12月末現在) ：１,１８８,７５５件

ユーザー登録総数(1月末現在) ：４０,４１７人

MindsMindsアクセス数アクセス数

2/1NHK『きょうの健康』放送
TOPアクセス数：6,359件

ユーザ登録：131件
2/8再放送

TOPアクセス数：6,194件
ユーザ登録：105件

9/23読売新聞夕刊掲載
TOPアクセス数：5,650件

ユーザ登録：303件
6/24日経BP掲載翌日
TOPアクセス数：2,121件

ユーザ登録：303件

5/11読売新聞夕刊掲載
TOPアクセス数：2,704件

ユーザ登録：37件

5/7日本経済新聞夕刊
TOPアクセス数：3,266件

ユーザ登録：39件
5/18日本経済新聞朝刊
TOPアクセス数：3,767件

ユーザ登録：86件

SEO対策開始

9/30リニューアル

10/22日本経済新聞朝刊



Mindsの内容



MindsMinds提供情報提供情報

ガイドライン解説

疾患解説
MindsPLUS

一般向けガイドライン一
般
向
け
情
報

CPG（診療ガイドライン）レビュー

トピックス

コクラン・レビュー・アブストラクト日本語訳

Mindsアブストラクト（論文の構造化抄録）

MindsPLUS

診療ガイドライン

医
療
者
向
け
情
報



minds マインズ検索 検索



掲載疾患 57疾患



医療提供者向け診療ガイドライン 54疾患
（10～13疾患増／年）

【公開準備中】 前立腺癌検診、アキレス腱断裂、
変形性股間節症、他



しかし、本当に役に立つガイドラインか？

「診療ガイドライン」という名称がつけられているもの
現在日本で 600種類以上出版

根拠に基づいた診療ガイドラインを選定し情報提供

「根拠は確かなのか？」
「作成主体が当該疾患の中心的な診療団体であるか？」
「可能な限りエビデンスを提示しているか？」

Minds掲載ガイドライン(53領域)の位置づけ



医療者向医療者向け情報け情報 MindsPLUSMindsPLUS

Minds

PLUS

国内外の診療ガイドラインの比較や特徴など
を紹介

国内外で公表された最新の医学情報や
レビューを提供

コクラン・ライブラリ中のコクラン・システ
マティック・レビューのアブストラクト部分
を和訳して提供

ガイドライン作成後に発表された医学論文の
構造化抄録と専門医のコメントを日本語で
紹介

CPGレビュー

トピックス

コクラン・レビュー・
アブストラクト

Minds
アブストラクト



Mindsアブストラクト（最新の論文の構造化抄録）
26疾患、1208件



コクラン・レビューアブストラクト 日本語訳
４８疾患、９５７件



トピックス 16疾患、22件
国内外で公表された最新の医学情報やレビュー



CPGレビュー 28疾患、25件
国内外の同一領域の診療ガイドラインの比較や特徴などを紹介



一般向けガイドライン 13疾患



ガイドライン解説 ５疾患
（（（ （医師向けガイドラインの推奨文をわかりやすく解説） ）））



ガイドライン解説ガイドライン解説



疾患解説疾患解説

■目的■

患者、家族などの一般国民向けの病気の分かりやすい説明

■内容■

病気の原因や頻度、病気の発生する場所

病気の分類、症状、

検査と治療の種類など

■公開時期■

2009年今月より順次公開予定

Minds掲載ガイドラインで扱う疾患についての基本的な解説の作成



疾患解説画面イメージ疾患解説画面イメージ

疾 患 解 説

白内障ってどんな病気？白内障ってどんな病気？

白内障とは、眼の水晶体が濁る病気をいいます。私たちの眼をカメラにたとえると、水晶体はレ
ンズの部分にあたります。じっさいに凸レンズの形をしていて、タンパク質と水分で出来ていま
す。水晶体を光が通過すると、水晶体の後ろにある網膜に光が集められ、そこに映し出された
像が視神経から脳に伝えられます。これが、ものが見える仕組みです。ところが水晶体が濁る
と、光がうまく通過できなくなり、網膜に鮮明な画像が結べなくなります。そのため、白内障では
視力が低下するなどの症状が現れます。



診療ガイドライン
医療提供者向け・一般向け

ガイドライン
解説

CPG レビュー

コクラン・レビュー・アブストラクト

Mindsアブストラクト

ガイドライン
作成の手引き

医師向け

MindsMinds事業のまとめ事業のまとめ

トピックス

疾患解説

利用は全て無料



minds マインズ検索 検索



これからもぜひMindsをお役立てください



一般向けコンテンツについて
~ガイドライン解説・疾患解説~

2009年2月7日 ＥＢＭ研究フォーラム
（財）日本医療機能評価機構 ＥＢＭ医療情報部

奥村 晃子



Minds 一般向けコンテンツの種類

ガイドライン解説

診療ガイドラインの

推奨文内にある

医学用語を解説

疾患解説

病気についての

やさしい解説



現在の掲載状況

ガイドライン解説
（6）

喘息、潰瘍性大腸炎、
肝癌、褥瘡、
小児急性中耳炎、
周産期ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ・
ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ

疾患解説

（1）
白内障









ガイドライン解説とは？

診療ガイドラインの推奨文中にでてくる
医学用語を解説

診療ガイドライン作成グループから患者
さんへのメッセージを掲載











質問文

推奨文

患者さん
へのメッ
セージ

用語
解説









疾患解説とは？

病気についての基本的な医学情報を掲載

わかりやすい言葉と図表・イラストを活用
[内容]
病気に関係する臓器のしくみやはたらき

原因・危険因子・症状

検査の種類と内容

治療方法

診断から治療までの流れ

日常生活上の注意点









白内障の概要・目の解剖生理



白内障の症状



白内障の分類



白内障の原因・危険因子



白内障の検査



白内障の治療法



白内障の発症から治療までの流れ



日常生活上の注意点



さらに便利なMindsプロフェッショナル

1.医学用語ヘルプ（医学用語一覧）

2. 診療ガイドラインとのリンク

3.印刷可能





付加機能～医学用語ヘルプ（医学用語一覧）









Minds 一般向けコンテンツの種類

ガイドライン解説

診療ガイドラインの

推奨文内にある

医学用語を解説

疾患解説

病気についての

やさしい解説



今後の予定

ガイドライン解説

慢性頭痛、白内障、

胃潰瘍、健診項目、

肺癌、前立腺癌、

頚椎症性脊髄症等

疾患解説

小児急性中耳炎、膵癌、

急性胆管炎・胆嚢炎、

褥瘡、周産期ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ・

ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ等



最後に

皆さまからのご意見・ご感想をお待ちしております



第第77回回EBMEBM研究フォーラム研究フォーラム

患者さんと一般の方々のための患者さんと一般の方々のための

潰瘍性大腸炎ガイドライン解説潰瘍性大腸炎ガイドライン解説

大船中央病院 上野文昭



潰瘍性大腸炎の診療ガイドライン潰瘍性大腸炎の診療ガイドライン

厚労省研究班の事業として開発厚労省研究班の事業として開発
難治性炎症性腸管障害に関する調査研究（日比班）難治性炎症性腸管障害に関する調査研究（日比班）

エビデンスとコンセンサスを統合した推奨エビデンスとコンセンサスを統合した推奨
標準的ガイドライン作成手順に準拠標準的ガイドライン作成手順に準拠

研究班の評価・承認を得て研究班の評価・承認を得て20062006年年11月公表月公表

無料の出版物無料の出版物

MindsMindsの協力によるインターネット版作成の協力によるインターネット版作成
MindsMindsウェブサイトで公開ウェブサイトで公開



問題点問題点

当初から医師のみを利用対象としていた当初から医師のみを利用対象としていた

患者を利用対象として開発していない患者を利用対象として開発していない

患者には難解で，誤解を招きかねない患者には難解で，誤解を招きかねない

医師が考えた診療指針医師が考えた診療指針

患者の視点をとらえていないかもしれない患者の視点をとらえていないかもしれない

GLGLの基本要綱を満たしていないかの基本要綱を満たしていないか??
特定の臨床状況のもとで，臨床医や患者が，特定の臨床状況のもとで，臨床医や患者が，
適切な判断や決断を下せるように，支援する適切な判断や決断を下せるように，支援する
目的で作成された文書目的で作成された文書



患者向け情報患者向け情報

完全に患者側を対象とした情報完全に患者側を対象とした情報

わかりやすく適正な情報提供に努めるわかりやすく適正な情報提供に努める

疾患とその診療に関する簡潔な解説疾患とその診療に関する簡潔な解説

より詳細な情報源を紹介より詳細な情報源を紹介

例⇒例⇒UpToDate, ACP PIERUpToDate, ACP PIER
患者が利用できる診療ガイドライン患者が利用できる診療ガイドライン

科学的妥当性のある情報の一般への提供科学的妥当性のある情報の一般への提供

詳細な情報を網羅し，わかりやすく記述詳細な情報を網羅し，わかりやすく記述



患者向け診療ガイドライン患者向け診療ガイドライン

医師向けガイドラインの一般向けリライト医師向けガイドラインの一般向けリライト

一般人が理解できるように書き換える一般人が理解できるように書き換える

診療ガイドラインの一般向け解説診療ガイドラインの一般向け解説

推奨指標はそのまま残す推奨指標はそのまま残す

専門用語の解説や一般向けコメントの追加専門用語の解説や一般向けコメントの追加

例例⇒⇒UCUC診療ガイドラインの一般向け解説診療ガイドラインの一般向け解説

患者立脚型診療ガイドライン患者立脚型診療ガイドライン

当初から患者の視点を意識する当初から患者の視点を意識する

例例⇒⇒クローン病診療ガイドライン（開発中）クローン病診療ガイドライン（開発中）



患者を意識した診療ガイドライン患者を意識した診療ガイドライン

患者の視点を反映した医療患者の視点を反映した医療

開発グループに患者代表を含める開発グループに患者代表を含める

患者の体験を扱う文献のレビュー患者の体験を扱う文献のレビュー

患者のインタビューから情報を得る患者のインタビューから情報を得る

患者の視点を意識した臨床上の疑問を作成患者の視点を意識した臨床上の疑問を作成

医療提供者と患者の情報共有医療提供者と患者の情報共有

医療の現実を患者（社会）に知ってもらう医療の現実を患者（社会）に知ってもらう

一緒に問題に向き合う関係を構築一緒に問題に向き合う関係を構築



患者の直接・間接参加患者の直接・間接参加

開発グループに患者が参加すべきか開発グループに患者が参加すべきか??
一部の熱心な患者のみの参加が予測される一部の熱心な患者のみの参加が予測される

患者は自分の病気と問題点を知っている患者は自分の病気と問題点を知っている

しかし，疾患全体と他人の問題点は知らないしかし，疾患全体と他人の問題点は知らない

一部の患者の意見は全体を反映しない一部の患者の意見は全体を反映しない

間接的に患者の視点を把握間接的に患者の視点を把握

疾患の全体像を知り，多数の患者を診る医師疾患の全体像を知り，多数の患者を診る医師

患者の視点に立った臨床上の疑問を作成患者の視点に立った臨床上の疑問を作成

診療現場の患者から疑問を抽出診療現場の患者から疑問を抽出



潰瘍性大腸炎診療ガイドライン潰瘍性大腸炎診療ガイドライン
一般向け解説の目的一般向け解説の目的

医療者と患者の情報共有の支援のため，医療者と患者の情報共有の支援のため，

既存の医師向け診療ガイドラインを基に，既存の医師向け診療ガイドラインを基に，

一般の人にわかりやすく伝わるように，一般の人にわかりやすく伝わるように，

その内容の改築を行う．その内容の改築を行う．



基本コンセプト基本コンセプト

医師向けガイドラインの内容を正確に伝える医師向けガイドラインの内容を正確に伝える

患者の理解しやすさを重視患者の理解しやすさを重視

わかりやすく平易な用語や言葉遣いわかりやすく平易な用語や言葉遣い

基本的にはすべてのステートメントが対象基本的にはすべてのステートメントが対象

一般からの意見をフィードバックし，改善を検討一般からの意見をフィードバックし，改善を検討



医師向け診療ガイドライン

6.26.2 緩解維持療法の基本薬緩解維持療法の基本薬

●●いずれのいずれのASAASA製剤にも緩解維持効果が認められる製剤にも緩解維持効果が認められる AA（（IbIb・・88））

●●ステロイドには緩解維持効果はないステロイドには緩解維持効果はない AA（（IbIb・・88））

●●ステロイド依存例・離脱困難例では免疫抑制薬ステロイド依存例・離脱困難例では免疫抑制薬(AZA/6(AZA/6--MPMPなどなど))を用を用
いるいる

AA（（IbIb・・88））

［解説］［解説］

UCUCは基本的に緩解と再燃を繰り返す疾患である．再燃を予防して快適な日常生活は基本的に緩解と再燃を繰り返す疾患である．再燃を予防して快適な日常生活
を少しでも長く維持することが，緩解期のを少しでも長く維持することが，緩解期のUCUC治療の基本方針といえる．緩解維持療治療の基本方針といえる．緩解維持療
法の期間は半永久的とする意見が多い．一方，めったに再燃せず再燃しても容易法の期間は半永久的とする意見が多い．一方，めったに再燃せず再燃しても容易
に治療可能な軽症例では，長期薬物治療をせずに経過観察することもオプションとに治療可能な軽症例では，長期薬物治療をせずに経過観察することもオプションと
して提示される．治療が長期にわたる場合には，できる限り副作用の少ない薬剤をして提示される．治療が長期にわたる場合には，できる限り副作用の少ない薬剤を
選択すべきである．選択すべきである．ASAASA製剤（製剤（SASPSASP，，55--ASAASA）の緩解維持効果がプラセボと比較し）の緩解維持効果がプラセボと比較し
た多くのた多くのRCTRCTで確認されている．ステロイドの緩解維持効果は否定的であり，漫然とで確認されている．ステロイドの緩解維持効果は否定的であり，漫然と
ステロイドを長期使用することは副作用の点からも慎みたい．緩解導入のため用いステロイドを長期使用することは副作用の点からも慎みたい．緩解導入のため用い
たステロイドの減量または離脱が困難な例では，免疫抑制薬（たステロイドの減量または離脱が困難な例では，免疫抑制薬（AZA/6AZA/6--MPMP）の使用）の使用
が基本となる．が基本となる．



一般向け解説作業のアウトライン一般向け解説作業のアウトライン

利用対象利用対象

潰瘍性大腸炎の患者と家族潰瘍性大腸炎の患者と家族

その他の一般人その他の一般人

一般向け解説対象箇所一般向け解説対象箇所

項目名⇒患者の視点に立った項目名⇒患者の視点に立ったCQCQ形式に形式に

推奨ステートメント⇒原文のまま記載推奨ステートメント⇒原文のまま記載

専門用語⇒一般向けの説明を付記専門用語⇒一般向けの説明を付記

解説文⇒作成グループ医師が平易に解説解説文⇒作成グループ医師が平易に解説



一般向け解説作業のアウトライン一般向け解説作業のアウトライン

省略対象箇所省略対象箇所

医師向け解説医師向け解説

引用文献引用文献

エビデンス・レベル，コンセンサスの強さエビデンス・レベル，コンセンサスの強さ

補足内容補足内容

一般向け情報に関するイントロダクション一般向け情報に関するイントロダクション

専門用語の説明⇒医学用語解説専門用語の説明⇒医学用語解説

拠出箇所での解説拠出箇所での解説

GlossaryGlossary（用語集）（用語集）



ガイドライン開発グループの関与ガイドライン開発グループの関与

メーリングリスト上の意見交換と評価・修正メーリングリスト上の意見交換と評価・修正

MindsMindsで作成した患者向けの質問は妥当かで作成した患者向けの質問は妥当か??
解説する専門用語の抽出は必要十分か解説する専門用語の抽出は必要十分か??
専門用語の説明は適切か専門用語の説明は適切か??

推奨文の内容からずれはないか推奨文の内容からずれはないか??
記載は的確か，誤りはないか記載は的確か，誤りはないか??

ガイドライン作成委員による執筆ガイドライン作成委員による執筆

臨床上の疑問，推奨文などに対する全体的な解説臨床上の疑問，推奨文などに対する全体的な解説



（３３）（３３）

66．緩解期の潰瘍性大腸炎における維持療法．緩解期の潰瘍性大腸炎における維持療法
6.26.2 緩解維持療法の基本薬緩解維持療法の基本薬

質問質問

Q33. Q33. 緩解期の潰瘍性大腸炎に対する緩解維持療法では、まず初めにどのような薬を使うのでしょうか？緩解期の潰瘍性大腸炎に対する緩解維持療法では、まず初めにどのような薬を使うのでしょうか？

推奨文推奨文

●●いずれのいずれのASAASA製剤にも緩解維持効果が認められる：推奨グレード製剤にも緩解維持効果が認められる：推奨グレードAA
●●ステロイドには緩解維持効果はない：推奨グレードステロイドには緩解維持効果はない：推奨グレードAA
●●ステロイド依存例・ステロイド離脱困難例では免疫抑制薬（ステロイド依存例・ステロイド離脱困難例では免疫抑制薬（AZAAZA／／66--MPMPなど）を用いる：推奨グレードなど）を用いる：推奨グレードAA

医学用語ヘルプ医学用語ヘルプ

ASAASA製剤製剤 潰瘍性大腸炎の治療薬であるアミノサリチル酸製剤のことです・・・・・潰瘍性大腸炎の治療薬であるアミノサリチル酸製剤のことです・・・・・

緩解維持緩解維持 病気の経過で、完全な治癒には至らないものの病状が軽快している・・・・・病気の経過で、完全な治癒には至らないものの病状が軽快している・・・・・

ステロイドステロイド 副腎資質で作られるホルモンのことですが、通常は、そのホルモンと同様の・・・・副腎資質で作られるホルモンのことですが、通常は、そのホルモンと同様の・・・・

ステロイド依存例ステロイド依存例 炎症を抑える作用がある、合成されたステロイド製剤による治療で、量を減らしたり・・・・炎症を抑える作用がある、合成されたステロイド製剤による治療で、量を減らしたり・・・・

ステロイド離脱困難例ステロイド離脱困難例 炎症を抑える作用がある、合成された副腎皮質ホルモン製剤による治療において・・・・炎症を抑える作用がある、合成された副腎皮質ホルモン製剤による治療において・・・・

免疫抑制薬免疫抑制薬 過剰な免疫反応を調整する薬で、過剰な免疫反応を調整する薬で、66--メルカプトプリン（メルカプトプリン（66--MPMP）やアザチオプリン（）やアザチオプリン（AZAAZA）・・・）・・・

AZAAZA アザチオプリンの略称で、過剰な免疫反応を調整する薬（免疫抑制薬）の一つです。アザチオプリンの略称で、過剰な免疫反応を調整する薬（免疫抑制薬）の一つです。

66--MPMP 66--メルカプトプリンの略称で、過剰な免疫反応を調整する薬（免疫抑制薬）の一つです。メルカプトプリンの略称で、過剰な免疫反応を調整する薬（免疫抑制薬）の一つです。

ガイドライン作成班からのコメントガイドライン作成班からのコメント

UCUCは再発傾向が強い疾患ですので，一旦回復したからといって治療を止めてはいけません。緩解を維持することは、治療のは再発傾向が強い疾患ですので，一旦回復したからといって治療を止めてはいけません。緩解を維持することは、治療の
大切な目的になります。副作用が少なく緩解維持効果がある薬物は多くはありませんが，大切な目的になります。副作用が少なく緩解維持効果がある薬物は多くはありませんが，ASAASA製剤はこの目的に適う薬物で製剤はこの目的に適う薬物で
すので，気長に服用を続けて下さい。また、頻繁に再燃する方や、ステロイドを止められない方にはすので，気長に服用を続けて下さい。また、頻繁に再燃する方や、ステロイドを止められない方にはAZAAZAが有用です。そのが有用です。その

理由は、ステロイド剤を長期に服用すると深刻な副作用が避けがたいからです・・・・・理由は、ステロイド剤を長期に服用すると深刻な副作用が避けがたいからです・・・・・

一般向け解説



成果と課題成果と課題

医師向け医師向けGLGLを一般向けに解説したを一般向けに解説した
GLGLの内容をほぼ正確に伝えることができたの内容をほぼ正確に伝えることができた

一般に理解しやすい内容となった一般に理解しやすい内容となった

まだ一部の記載は一般の人には難解であろうまだ一部の記載は一般の人には難解であろう
元々一般の人に読まれることを考慮していない元々一般の人に読まれることを考慮していない

特に推奨文は難解で，果たして意味を持つか特に推奨文は難解で，果たして意味を持つか??
患者の視点を当初は意識していない患者の視点を当初は意識していない

患者が知りたいことが網羅されているか患者が知りたいことが網羅されているか??



潰瘍性大腸炎診療ガイドライン開発グループ

評価パネル委員
井上 詠 上野文昭 小林健二

古宮憲一 尾藤誠司

専門家パネル委員
五十嵐正広 伊藤裕章 正田良介
杉田 昭 野口善令 樋渡信夫
福島恒男 松井敏幸 松本譽之
棟方昭博

「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班（班長日比紀文）
プロジェクト研究グループ



疾患解説(肝癌)

東京大学大学院医学系研究科

肝胆膵外科

國土典宏

第7回 EBM研究フォーラム 2009年2月7日



肝がん（原発性肝癌）

1. 肝細胞癌(HCC)

肝細胞から発生、圧倒的に頻度が高い(94%)。

2. 肝内胆管癌(ICC)

胆管細胞から発生、2番目に多い(4%)

↓

一般に肝癌というとHCCを指すことが多い。

「転移性肝がん」は大腸がんなどからの転移であり、別の疾患



部位別がん死亡数(2005年)

肝がんは男性の3位、女性の4位、全体の3位

肝臓

肝臓

国立がんセンターがん対策情報センターまとめ



部位別がん患者5年相対生存率

(がんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合)

男(1993-1996) 女(1993-1996)

国立がんセンター がん対策情報センターまとめ



5 年
54.6%

Total 25,228 例

10 年
28.9%

第16回日本肝癌研究会全国追跡調査 (2004)より

切除率：27.0％
術死：0.9％
最近の5,374 例, （‘01-’02)

切除できた肝癌患者の生存率



HCC肝切除後の累積再発率

(池田健次 1999 より引用)

N=240

67.3%

79.6%



・中高年男性、高年女性に多い。

・発癌すると治癒しにくい。

・そのため、部位別にみた死亡者数の

上位を占めている。

・治癒切除できても再発が多い。

・ただし、再治療が可能。

肝癌の疫学についてまとめると・・・



肝癌（肝細胞癌）の際立った特徴

＝慢性肝炎、肝硬変を母地に発生する

ことが非常に多い→高リスク群の特定。

日本における慢性肝炎、肝硬変の原因

＝肝炎ウィルス(B型、C型）が大半

その他、アルコールなど



・肝細胞癌になりやすいグループ

＝B, C型慢性肝炎患者、肝硬変患者

に対するスクリーニング、定期的フォローが

癌の早期発見、早期治療につながる。

↓

高リスク患者に対する情報提供、診療を

受けてもらうための啓発が必須。



国立がんセンターのHPより

http://ganjoho.ncc.go.jp/public/cancer/data/liver.html



日本肝臓学会のHPより

http://www.jsh.or.jp/citizen/eradication/index.html



肝癌診療ガイドライン
2005年版

(定価3800円)

2005年3月
初版5000部

2005年11月
第2刷3000部

2006年12月
第3刷2000部



全52疾患（悪性腫瘍関連14編)

http://minds.jcqhc.or.jp/（財）日本医療機能評価機構



Mindsホームページより（肝癌診療ガイドライン）



←かなり専門的、

専門医が主な対象



・診療ガイドラインは、医療関係者向けであり、

患者・患者家族には難解、必要のない内容

が含まれる可能性もある。

↓

解決策として

1. 「患者向けガイドライン」を新たに作成。

2. 「診療ガイドライン」の解説書を作成。



ガイドラインの患者間の認知度は？



肝癌患者の
意識調査

期間：2006.1-2008.12
対象：肝細胞癌の治療目的で東京大学肝胆膵外科に
入院した患者

→回答いただいた患者：103名



Q. 肝癌ガイドラインを当科受診前に
知っていましたか？

• 知っていた*： 31名 (30.0%)

• 知らなかった： 69名

*どうやって知りましたか？
•前医から： 20名

•インターネットで： 8名
•書店（本）で： 7名
•新聞： 4名
•テレビ: 3名
•家族:                    3名
•他の患者から:       1名



患者さんのガイドライン認知率の推移

0
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110

2005年12月

2006年6月

2006年12月

2007年6月

2007年12月

2008年6月

2008年12月

回答者数

知っていた

人

15.7%

30.4% 26.8%
28.9% 28.3% 28.5% 30.0%

認知率は30%にとどまっている！



Q. 肝癌診療ガイドラインの詳細について

読んでみたいと思いますか？

はい

いいえ

分からない

72名12名
11名



Q. 患者向けのガイドラインは必要ですか？

91.5%の患者が患者向けガイドラインを希望
(肝癌ガイドライン解説公開前の患者を含む）

24名

はい

いいえ

分からない

87名

8名



「肝癌ガイドライン解説」の作成

・Mindsが原案作成。

・東大肝胆膵外科で内容確認、加筆(2007年9月)。

・質問を平易な文章に修正、推奨文の理解の

助けとなるよう、医学用語ヘルプを加えた。



http://minds.jcqhc.or.jp/（財）日本医療機能評価機構



「肝癌ガイドライン解説」の構成

・全部で58のクエスチョンから成る。

・内容 1. 予防 (Q1-Q6)

2. 診断およびサーベイランス (Q7-Q20)

3. 手術療法 (Q21-Q35)

4. 化学療法 (Q36-Q43)

5. 肝動脈（化学）塞栓療法 (Q44-Q50)

6. 経皮的局所療法 (Q51-Q58)



ガイドライン解説 
（1） 

第 1 章 予防 
第 1 節 インターフェロン療法 

質問 
（原文）RQ1 インターフェロン療法は、C 型肝硬変からの発癌リスクを減少させるか？ 
インターフェロン療法は、C 型肝硬変から肝細胞癌になる危険性を減らしますか。 

推奨（原文） 
代償性 C 型肝硬変患者の発癌予防には、インターフェロンを中心としたウイルス駆除療法が推奨される。（グ

レード A） 
医学用語ヘルプ 

代償性 C 型肝硬変 肝硬変のなかでも、破壊されていない細胞が肝機能を補うことによって、お腹（腹

腔）に水がたまる腹水や、皮膚が黄色くなる黄疸などの症状が現れない肝硬変のこ

とをいいます。一方、肝硬変により細胞の破壊が進み、肝機能が著しく低下し、黄

疸や腹水などの症状が現れるものを非代償性肝硬変といいます。 
インターフェロン 糖とたんぱく質が結合してできた糖たんぱく質の一種で、人間などの動物がウィル

スに感染したときに体内で作られる成分です。ウィルスや癌から体を守り、免疫機

能を高める作用があります。 
ウイルス駆除療法 ウィルスや癌から体を守る作用があるインターフェロンなどを投与して、C 型肝炎

の原因となるC型肝炎ウイルスを駆除し肝硬変や肝癌に進行させないための治療を

いいます。 
ガイドライン作成班からのコメント 

 
 



Mindsホームページより

http://minds.jcqhc.or.jp/（財）日本医療機能評価機構



・慢性肝炎、肝硬変と診断されたら、

どのように肝細胞癌のスクリーニング

を受けたらよいのか？

・肝細胞癌が見つかったら、どのような

治療を受けたらよいのか？

よく訊かれる2つの疑問



Minds提供情報（一般向け）



Minds「疾患解説」とは？

• 目的：病気への理解を促し、ガイドライン解説、さらに
は診療ガイドラインを読み解く手助けになるものとして、
基本的な医療情報を提供する

• 利用対象：患者、家族を主体とした一般国民

• 作成対象：Mindsに掲載されている診療ガイドラインの
疾患（52疾患、予定含む）

• 内容：病気の概要（疫学、分類、病気、症状など）、検
査方法、治療方法、発症から治療法が決まるまでの
流れ、日常生活の注意点など







今後の展望

・「診療ガイドライン」を最新の知見を加えた内容に

定期的にアップデートすると同時に、慢性肝炎・

肝硬変の患者さんへの認知度を高めてゆく必要が

ある→診療現場でのガイドラインの積極活用が重要

・患者・患者家族が求める情報をガイドラインに反映

させる→ ガイドライン作成への患者代表の参加、

患者向けガイドライン作成の試み



「患者・家族の求める情報に「患者・家族の求める情報にMindsMindsがが

どう応えるのかどう応えるのか
～情報を作る・伝える・使う立場から」～情報を作る・伝える・使う立場から」

①① 「作る」立場から「作る」立場から

京都大学大学院医学研究科
社会健康医学系専攻 健康情報学分野

中山健夫

2009年2月7日

第7回EBM研究フォーラム



2

診療ガイドライン

「特定の臨床状況において、適切な

判断を行なうため、臨床家と患者を支

援する目的で（assist practitioner and 

patient decisions）系統的に作成され

た文書」 (US Institute of Medicine, 1990）



3

EBM
Evidence-based medicine

根拠に基づく医療

「臨床家の勘や経験ではなく科学
的な根拠（エビデンス）を重視して行
う医療」

・・・？



4

Evidence-based Medicine
(Sackett et al. BMJ 1996)

個々の臨床専門知識・技術(individual 
clinical expertise)
系統的研究で外部から得られる最良の臨床

的根拠（best available external clinical 
evidence）

患者の価値観(preference and value）

・・・の統合。

根拠に基づく診療ガイドライン

「最良の臨床的根拠」としての期待
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1. 患者と家族の情報ニーズ



厚生労働科学研究：
未破裂脳動脈瘤マネジメント uSHARE ニーズ調査

破裂、治療に関する客観的な情報

自分の動脈瘤が破裂するリスクは？

治療の選択肢：リスク・費用・苦痛は?

手術後、再発するリスクは?

リスクって何？・・・ わかりやすく、正確に

日常生活で何に注意したらよいか?

日常生活で何をしてはいけないか？

血圧を上げるような活動とは具体的に何？

海外旅行はしてもいいの？

他の患者はどう決断しているか？



それに加えて・・・

病院が決まるまでは・・・

どこの病院に行ったら良い・・・？

名医はどこにいる・・？

主治医が決まったら・・・

何を、どう相談したら良い？

どんなコミュニケーションをとれば良い・・・？
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「根拠に基づく診療ガイドライン」
は良くなってきたけれど・・・

書かれていること
病院を受診した患者に何をすべきか？

患者にとって・・・病院に来たら何が行われるか？
書かれていないこと

患者にとって・・・
セルフケア
どういう状態になったら病院を受診すべきか？

日本小児アレルギー学会
「家族と専門医が一緒に作った小児ぜんそくガイドブック2008」

科学的根拠（エビデンス）と経験的知恵
日本患者会情報センターのコーディネート
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2. 情報を「作る」立場へ



臨床研究の分類 （福原）

アウトカム研究

診療実態と患者アウトカムを記述し、両者の関連
を分析する研究

臨床試験（トランスレーショナル研究む）

（有効性に関する）エビデンスを生み出す研究

医療の質研究

エビデンスと診療のギャップ（evidence-practice 
gap）を測定し埋める研究

10



11出発点としての
クリニカル・クエスチョン

臨床上生じた疑問。

医療従事者・提供者がいだく疑問
＝クリニカル・クエスチョン（CQ）

解答が得られると患者のアウトカムが改善する可能
性がある。

新しい診断法、新しい治療法の導入、新しい医学知
識に伴い変化する可能性がある。



クエスチョンのカテゴリー

臨床所見

病因

臨床徴候

鑑別診断

診断的検査

予後

治療

予防

体験と価値

自己研鑽

（Sackett）
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臨床研究の要件
“FIRMNESS” – 「堅固さ」

Feasible 実施可能性

Interesting 面白い

Relevant 切実な、研究意義

Measurable 測定できる

Novel 新奇性・独自性

Ethical 倫理性

Structured 構造化された

Specific 具体的で明確

13

（福原）



BMJ’s “killer” question

If this study is “true” would it be 
a POEM (Patient Oriented 
Evidence that Matters)?
If it wouldn’t, move on
You will probably be able to 

discard 70% of studies with this 
question alone

(Joint workshop with BMJ at the WONCA 2005, Kyoto)



POEMs
Patient-oriented evidence that matters.
Shaughnessy AF, Slawson DC. 

POEMs: patient-oriented evidence that 
matters. Ann Intern Med. 1997;126:667
“.. we need to adopt the goal that medicine 

must provide care that has been shown, 
through actual study, to help patients 
live longer, healthier, more productive, 
symptom-fee lives.”

15

「”エビデンス”が大切」ではなく
「”患者さんにとって

意味のあるエビデンス”が大切」
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「専門家」としての「患者」
UK National Institute for Clinical Excellence (NICE)

患者は次の事柄に関する” expert knowledge” を持つ。

• 病気と共に生き、対処していくこと

• 患者が重要と考えるアウトカム

• 治療の利益と害に関する認知（患者自身はどう感じてい

るか）

• 治療やケアの受容性

• 治療の選択肢に対する患者の嗜好

• 患者の情報や支援のニーズ

Director of PIU at NICE, Dr. Marcia Kelson
2004年度 厚生労働科学・EBM診療ガイドライン基盤整備班 招聘
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臨床試験計画における患者参加
Koops L, et al.  Thrombolysis for acute ischaemic stroke: consumer 
involvement in design of new randomised controlled trial.
BMJ. 2002;325(7361):415

Ali K, et al. What patients want: consumer involvement in the design of a 
randomized controlled trial of routine oxygen supplementation after acute 
stroke. Stroke. 2006;37(3):865-71.

質的研究・量的研究（qualitative and quantitative research）の併用。

研究の意義、同意関連課題、適切性、評価指標の受容性、好ましい追跡方
法などを検討。

患者参加によって、通常の脳卒中スケール以外の項目（ex. 睡眠障害）の重
要性が指摘。
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３. 情報を「使う」立場へ
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「2倍も効く（はず）」なのに、

なぜ効かない・・？
「２倍も効く」と宣伝している新薬なのに、全然効かない・・！

新薬Aと標準薬Bを比べた臨床試験

１００人ずつに投与したところ有効だったのは、Aは４０人、B
は ２０人。

有効割合は４０％と２０％ → AはBの２倍有効。

・・・実際には１００人中６０人には効いていない。

効いたとしても、これまでの薬の２倍効果があるわけではな
い（例えば痛みが２倍取れるわけではない）

「高いレベルのエビデンス」でも、その「コミュニケーション」は
難しい・・。



エビデンスへの「期待」と・・・
進行性膵臓がん患者に対するランダム化比較試験

Moore MJ, et al. Erlotinib plus gemcitabine
compared with gemcitabine alone in patients with advanced 
pancreatic cancer: A phase III trial of the National Cancer 
Institute of Canada Clinical Trials Group. J Clin Oncol doi: 
10.1200/JCO.2006.07.9525. 
エルロチニブとジェムシタビンの併用により、ジェムシタビン単
独投与に比べ、統計的に有意に生存率が改善（全体で１８％, 
P=0.038）。

併用療法群は単独投与群に比べ、１２カ月時点での生存患者
の割合が多い（23% vs 17%, P=0.023）。
参考 http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M000010/200704269957/_prw_open.html
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Erlotinib Plus Gemcitabine Compared With Gemcitabine Alone in Patients 
With Advanced Pancreatic Cancer: A Phase III Trial of the National Cancer 

Institute of Canada Clinical Trials Group
J Clin Oncol 25:1960-1966.



“shared decision making”
協働的意志決定

「共有決定」
・・・ 何を共有するのか？

情報

責任

コミュニケーション
双方向 (interactive)
プロセス (dynamic)

22
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“shared decision making”
：論文数の推移
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DIPEｘ： Database of Individual Patient Experience
・・・患者の体験談のデータベース

創設者の一人 Andrew Helxiheimer
・・・ コクラン共同計画の設立を進めた臨床薬理学者
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求められる情報（≒エビデンス）
質の高い情報

バイアスが少ない
科学的妥当性が高い
疫学・ＥＢＭ
足場となる一般論
「根拠に基づく診療ガイドライン」

血の通った情報
語り・体験談・ナラティブ
個別性
「根拠に基づく診療ガイドライン」に「患者と医療者のコミュ

ニケーション」のような章を含めることはどうか・・？

・・・両方の
バランスが大切



まとめ
健康・医療の情報とは・・？

人を支え、元気づけるもの

生・老・病・死に向き合う時に

そこで情報（エビデンス）を「作る」立場として、
何ができるか？

何が社会から期待されているか？

それに（医療者が、研究者が、Mindsが・・）ど

う応えるか？
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ご静聴、

ありがとうございました。
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090207 EBMフォーラム 1

患者・市民にとっての
診療ガイドライン

ー情報を“伝える”立場からー

北澤京子（日経BP社日経メディカル編集部）



090207 EBMフォーラム 2

患者がアクセスできる情報の多様化

病気や治療について「知りたい」と思ったときに、アクセスで
きる情報が多様化している

マスコミによる「医療･健康」情報の強化

インターネット＆検索技術の普及：『ググる』ことにより、おび
ただしい情報にアクセス可能

↓

患者の「知りたいこと」の多様化

「患者向け」情報と「医療従事者向け」情報の境界が希薄に

「広告」情報と「非広告」情報の境界が希薄に



090207 EBMフォーラム 3

情報の「信頼性」「妥当性」

“時代遅れ”の情報ではないか？

“一人よがり”の情報ではないか？

“偏り（バイアス）”のある情報ではないか？

実は“宣伝”ではないか？

↓

一人ひとりの患者には、必ずしもこれらの点について判断で
きないことがある

↓

「もし治療を受ける前に知っていれば…」

「○○のことも説明してもらっていれば…」



090207 EBMフォーラム 4

診療ガイドラインの特徴

ある疾患の現時点における診断・治療法について

作成時点で最新の情報を（“時代遅れ”ではない）

網羅的に集め（“一人よがり”ではない）

エビデンスとしての質や実施可能性を考慮した上で

推奨度を示す

↓

医療従事者にとって参考になるだけでなく、患者・市民にとっ
ても、参考になる情報のひとつ

医療従事者向けだけでなく、患者向けのガイドラインを作成
することも増えてきている（例、ぜんそく）

日経メディカルでの「診療ガイドライン」関連記事数



090207 EBMフォーラム 5

Mindsの診療ガイドライン

医療従事者向けガイドライン…53
患者（一般）向けガイドライン…13

胃潰瘍、胃癌、急性心筋梗塞、クモ膜下出血、健康診査の健診項
目、喘息、前立腺肥大症、大腸癌、尿失禁、脳梗塞、白内障、鼻
アレルギー

↓

診療ガイドラインを作成する際に、患者（一般）向けガイド
ライン（または医療従事者向けガイドラインの概要版）も、
一緒に作成するようにしては？

参考）英国NICE（National Institute for Health and 
Clinical Excellence） 4種類のうち1種類は患者向け



090207 EBMフォーラム 6

診療ガイドラインの注意点①

診療ガイドラインは、すべてが同じ「質」ではない

AGREE：診療ガイドラインの質を評価するための指標

AGREE：Appraisal of Guidelines Research & Evaluationの略

目的、関係者の参加、エビデンスの収集や推奨度のまと
め方、表記、適用可能性、編集の独立性、の6領域につい
て、計23項目をチェック

5種類の診療ガイドラインをAGREEで評価したところ、必
ずしも高い評価ではなかった（日経メディカル08年4月号）。

ただし、改訂の際には、AGREEのチェック項目に配慮して、

改善されていることもある



090207 EBMフォーラム 7

診療ガイドラインの注意点②

診療ガイドラインで推奨されている治療法が、患者全員にあ
てはまるわけではない

根拠として採用される疫学研究や臨床試験は、日常診療の
設定（setting）とはときに異なることがある

医療者の想定するアウトカム（比較的短期間のことが多い）
と、患者の想定するアウトカム（比較的長期間、人生全体に
およぶことも少なくない）

医療従事者の側にもときに誤解がみられる

アトピー性皮膚炎患者の例：安藤直子『アトピー性皮膚炎
患者1000人の証言』(子どもの未来社、2008）



090207 EBMフォーラム 8

診療ガイドラインの注意点③

診療ガイドラインに書かれていないこともある

医療従事者向け診療ガイドライン：医療者にとっての「疑問」
からはじまる

医療者が知りたいこと≠患者が知りたいこと

患者が知りたいこと（特に療養上の工夫、治療による副作用
への対処法など）はしばしば、研究が不十分で、結果として
診療ガイドラインに反映されていない

小児ぜんそくの例：『家族と専門医が一緒に作った小児ぜん
そくハンドブック2008』（協和企画、2008）→患者支援者がイ

ニシアチブをとって構成や執筆を担当

病院選び、医者選びには役に立たない



090207 EBMフォーラム 9

診療ガイドライン≠ルール

診療ガイドラインは「標準」ではあるかもしれないが、絶対的
な「規則」「規範」ではない

当初、医療者の間には「診療ガイドラインは、必ず従わなけ
ればならないものなのか」「診療ガイドラインに載っていない
治療を行った場合、患者から訴えられるのか」といった誤解
があった。

医療の不確実性の問題



090207 EBMフォーラム 10

診療ガイドラインの課題

診療ガイドラインが根拠とするエビデンスをめぐる問題（臨床
試験の質、欧米と日本との違い等）

実施可能性をめぐる問題（一般医と専門医、診断・治療にか
かる費用の考慮等）

作成に関与する人材の問題（特に、当該分野の専門家以外
の人材）

作成者の利益相反関係の問題

診療ガイドラインが推奨する治療法と診療報酬の整合性



090207 EBMフォーラム 11

まとめ

診療ガイドラインは、病気や治療について、患者・市民にとっ
ても参考になる情報源の一つである

より多くの疾患について、きちんとした方法論に基づいた診
療ガイドラインが作成され、公表されることを期待する

公表（つまり「伝える」ため）の媒体として、Mindsは「ポータ

ル・サイト」としての役割を果たしている

ただし、診療ガイドラインにも課題はあり、今後さらなる改善
が望まれる



財団法人 日本医療機能評価機構
第７回 ＥＢＭ研究フォーラム

診療ガイドラインの使い方・伝え方
（医療提供者の立場から）

2009.2.7
日本医師会館 大講堂

別府宏圀（ディペックス・ジャパン）





パロキセチンに関する安全性情報
医薬品・医療用具等安全性情報(No.193)

• SSRI（選択的セロトニン再取り込み阻害剤）

パロキセチンはうつ病に対する新規治療薬
として登場したが、2003年６月、英国保健省

から１８才未満の思春期・小児患者への使
用を中止すべしとの勧告がでた。

• これを受けて、米国・日本でも添付文書の改
訂が行われ、１８才未満の患者への使用に
関し、新たな警告や禁忌などの措置がとら
れた。



SSRIによる自殺・自傷行為
• SSRI使用患者同士の、イ
ンターネットを通じての情
報交換が発端

• BBCｰTVがこの問題を取
り上げた。放映直後から

– 65,000件の電話

– BBCホームページには
124,000件のアクセス

– 1,374通のE-メイル

• 専門家の語るJargon＜＜患者の生の声



• ヘレン：何かをする度に、
完全にバランスを崩すよ
うなショックが頭の中に
起こるんです。

• 少女：ヘレンがビデオを
もってきて、こんなふうに
‘電気ショック’ でバランス

が崩れて歩けないんだと
説明したとき、ほんとに
自分もこれだって思い
当ったんです。



DIPEｘの誕生

• 二人の医師の疾病体験（人工関節置換
術、乳がん）からDIPEｘの着想が生まれ
た(Database of Individual Patient Experiences)

• 1996年：DIPEｘのパイロット研究がオック
スフォードで始まる

• 2001年7月：DIPExのサイトが立ち上がり、
高血圧と前立腺癌がとりあげられた

• 英国で最も評価の高い医療情報サイトに
成長（アクセス数：150万回/月）

• 2008年10月：Healthtalkonlineと改称



DIPEｘ（health talk online）には

どんな情報が入っているか
• 現在、約40の疾患（モジュール）：

病気単位以外に、正常の分娩・出産、若者
の性、介護などのテーマも含まれる

• １モジュールにつき30～50人の患者をインタ
ビュー

• 対象となった患者は約1500～2000人
• 1人につき１～３時間のインタビューを記録

• これらをテープ起こし→分析→トピックスサマ
リーの作成→いくつかのビデオクリップを抽
出し、サマリーと一緒にして、ネット上に公開



ヘルストーク・オンライン（トップページ）







“病い”を語ることの意味

• 「同じ病気」を持つ他の患者が体験を聴くことで、治
療法を主体的に選んだり、生活の智恵を学び、病
気に立ち向かう勇気を得る

• 家族・友人が患者の気持ちを理解する助けになる

• 語る側にも生きる力と喜びを生み出す

• 医療従事者や、これから医療に携わる学生たちが、
医学・生物学的な知識だけでなく、文化・社会的な
“病い”の意味を学ぶことで、医療の質を高める

• 医療の真のニーズをマスメディアや医療政策・行
政に反映し、その進むべき方向を示唆



DIPExと闘病記の違い

• 同じ病気をもつさまざまな患者の体験が収集されて
いる（maximum variation sampling）

• 表情や声を伴った患者の「生の語り」がもつ説得性・
信頼性

• 予め専門家がチェックして、科学的信頼性を担保

• キートピックスの中から、自分がいま一番知りたいこ
とを検索でき、いつでも調べられる

• 年齢、性別、病期、治療法などを手がかりに、自分
に近い語り手を見つけることができる

• 短くて印象深い語りが集約されているので、これを
閲覧する患者側にも、自分の体験を言葉にし、自分
の物語を作るきっかけができる



DIPExの特徴（長所と短所）

長所

• さまざまな患者を対象に間口の広い情報

• 医師・看護師、社会学者、心理学者、患者など複
数の目でチェック

短所

• 1人の患者の全体像を捉え、掘り下げた分析・研
究（in-depth）はできない。（しかし、それぞれの
問題をエピソードとして捉え、様々な事例を縦に
眺めることで、見えてくるものもある）

• 量的な比較はできるが、統計的な検証にはなじ
まない



DIPEx-Japan:2006年に有志で活動開始
「患者の語り」公開フォーラム



日本における“がん患者の語り”
データベースプロジェクト

• 厚生労働科学研究がん臨床研究事業の研
究費助成を受けて３年計画の研究が進行中

• 乳がん・前立腺がんの体験者、それぞれ約
50名の協力を得て、“病いの体験”を語って

もらいビデオ収録、それらをデータベース化し、
その一部をインターネット上に公開する

• DIPEx-Japanがその活動母体となっている

• 英国DIPExを中心にNarrative-Based 
Medicineの国際的アンブレラ組織作りが計

画されている







診療ガイドラインの使い方・伝え方

• 選び方/使い方

– 質的なばらつき

– 作られ方にも問題

– 利益相反問題

– あくまでも一つの手がかりとして利用する

• 伝え方

– 患者へのガイドラインとしてはもっと工夫が必要

– 患者に伝えるツールとして

– 個別患者ごとに、修飾・改訂して利用

– 何よりも「患者からの情報」が大事



ＣonsumerＯrganization forＭedicine &ＬawＣonsumerＯrganization forＭedicine &Ｌaw

辻本 好子辻本 好子

NPO法人NPO法人

ささえあい医療人権センターささえあい医療人権センター



Ｃ Ｏ Ｍ Ｌ と は ？Ｃ Ｏ Ｍ Ｌ と は ？

1990年9月 スタート

2002年4月 ＮＰＯ法人

1990年9月 スタート

2002年4月 ＮＰＯ法人

合言葉
賢い患者になりましょう

合言葉
賢い患者になりましょう

医療消費者
Consumer Organization for Medicine & Law

患者の主体的医療参加

医療消費者
Consumer Organization for Medicine & Law

患者の主体的医療参加

患者と医療者の

コミュニケーション

患者と医療者の

コミュニケーション



Ｃ Ｏ Ｍ Ｌ と は ？Ｃ Ｏ Ｍ Ｌ と は ？

1990年9月 スタート

2002年4月 ＮＰＯ法人

1990年9月 スタート

2002年4月 ＮＰＯ法人

合言葉
賢い患者になりましょう

合言葉
賢い患者になりましょう

医療消費者
Consumer Organization for Medicine & Law

患者の主体的医療参加

医療消費者
Consumer Organization for Medicine & Law

患者の主体的医療参加

患者と医療者の

コミュニケーション

患者と医療者の

コミュニケーション

１ 自覚

２ 意識化

３ 言語化

４ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力

５ ひとりで悩まないで



この人に出会えてよかったこの人に出会えてよかった!!!!



電話相談件数の推移
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項目別相談件数の比較

ドクターへの苦情

ドクターの説明不足

医療不信

医療費

法的解決や示談交渉
薬に関すること

育児相談

その他の医療者への苦情

セカンドオピニオン

ナースへの苦情

情報開示

院内感染

介護保険

2007年
2006年



最近の相談の傾向

• 納得できない、合併症や副作用→「医療ミス」

• 賠償金や補償を求めたい

• 成功報酬型思考（納得できなければ払わない）

• 医療者や病院を指導する機関があるはず

• 治療成績やデータをCOMLが把握しているはず

• いい病院・いいドクターの情報をCOMLが持っている
はず

• 正しい答えを示してほしい

• 高齢の親の死が納得できない

• 感情的（切れる、怒鳴る、なじる）

•• 納得できない、合併症や副作用→「医療ミス」納得できない、合併症や副作用→「医療ミス」

•• 賠償金や補償を求めたい賠償金や補償を求めたい

•• 成功報酬型思考（納得できなければ払わない）成功報酬型思考（納得できなければ払わない）

•• 医療者や病院を指導する機関があるはず医療者や病院を指導する機関があるはず

•• 治療成績やデータを治療成績やデータをCOMLCOMLが把握しているはずが把握しているはず

•• いい病院・いいドクターの情報をいい病院・いいドクターの情報をCOMLCOMLが持っているが持っている
はずはず

•• 正しい答えを示してほしい正しい答えを示してほしい

•• 高齢の親の死が納得できない高齢の親の死が納得できない

•• 感情的（切れる、怒鳴る、なじる）感情的（切れる、怒鳴る、なじる）



心原性脳塞栓症で心房細動があり、元大学教授の循環器専

門医のクリニック通院。抗凝固剤がワーファリンとバイアスピ

リンの2種類処方されている。なぜ2種類かを知りたくて、勇気

を出して質問。ドクターは表情は明るい笑顔だが、何だか難し

い専門用語でひとこと言われただけで、まったく理解できなか

った。しかし、もう一度聞き返す勇気はなかった。

以前、新しい薬が加わった後に耳鳴りが起きた。それを伝え

たときも「薬で耳鳴りは起きません」と断言。その強い語調に

緊張が高まり、喉がカラカラになった。怒らせてしまったと気に

なり、次回診察時「先日は失礼しました」と詫びると、「何のこ

とですか？」とまったく意に介していない。それなら、あんなに

強く言わなくてもいいのに・・・と悲しくなった。

65歳の女性からCOMLに届いた相談



患者のインターネット検索
問題点と課題

アクセス能力

・どのように検索すればいいのかわからない。

・検索するキーワードが導き出せない。

・どこにどんなサイトがあるかわからない。

リテラシー能力

・信用できるサイトかどうか判断できない。

・出てきた情報をすべて正しいと信じ込む。

自分の意見もない人が、他人の意見を聞いたり読
んだりすると混乱するばかり・・・



・医療者用に比べ、一般用のガイドラインの種類が少ない。

・作成中や今後アップする予定のガイドラインの病名などが

掲載してあると、今後に期待して時折のぞく意欲が湧く。

・横に文字が長いので少々読みにくい。

・一般用の情報が中途半端で物足りない。
例１）喘息

検査項目の紹介はあるが、基準値が知りたい。

例２）鼻アレルギー

薬の一般名が示してあるが、商品名も知りたい。

一般名だとわからない患者もいる。

・患者が知りたいことを調査して、ニーズに応える情報が載って

いるガイドラインにしてほしい。

Mindsについて



患者の“発達過程”患者の“発達過程”
19901990年年

現現 在在 よちよち歩きの幼児よちよち歩きの幼児

思春期・反抗期

成熟した判断力 自自 立立

ゴールゴール!!!!



患者の基本的医療ニーズ患者の基本的医療ニーズ

協働する人間関係の創造協働する人間関係の創造

安 全安 全 安心･納得安心･納得

確かな技術確かな技術 高い倫理観高い倫理観

情報の共有 ＆ コミュニケ－ション情報の共有 ＆ コミュニケ－ション

インフォーム
ド・コンセント



小児医療の「納得」の支援小児医療の「納得」の支援

プレパレーション
（心の準備）

ディストラクション
（気持ちを紛らわ

す）

ﾎｽﾋﾟﾀﾙ・ﾌﾟﾚｲ・ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ ﾁｬｲﾙﾄﾞ・ﾗｲﾌ・ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ

インフォームド･アセント（説明と了解）インフォームド･アセント（説明と了解）



子どものがんばる力を引き出す

①子どもの理解力に応じた病気の説明

②治療・処置に関する説明と治療を受ける意欲
を引き出す精神的サポート

③病棟における遊びの相手

④病気の子どもをもつ家族に対するサポート

納得していれば耐えられ、前向きな努力ができる



こんな医療に出会いたいこんな医療に出会いたい

１ 患者の“知る権利”が尊重される

２ わかりやすい説明（遠慮なく質問できる）

３ プライバシーが守られる

４ 「ノー」「ちょっと待って」が言える

５ セカンドオピニオンは“当たり前”

１ 患者の“知る権利”が尊重される

２ わかりやすい説明（遠慮なく質問できる）

３ プライバシーが守られる

４ 「ノー」「ちょっと待って」が言える

５ セカンドオピニオンは“当たり前”



患者と医療者の深い河・異文化圏患者と医療者の深い河・異文化圏

日常日常

経験経験

診る・看る診る・看る

不特定多数不特定多数

非日常非日常

感じる感じる

個別性個別性

体験体験

提供側提供側 求める側求める側
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