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患者・市民と診療ガイドライン
－患者さんの価値観が反映される

医療に向けて －



本日お話ししたいこと
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1. 診療ガイドラインの重要性について

2. 患者・市民が関わることの意義

3. 診療ガイドラインの今後
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１．診療ガイドラインの
重要性について



診療ガイドラインが必要となる背景

 さまざまなメディアを通じた情報量の増加

 より良い医療への関心や患者意識の高まり
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 超高齢社会の到来と医療費の増加

 費用対効果分析などエビデンス重視と医療の可視化

の風潮



診療の場で患者が医師と一緒に意思決定
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国民の約8割は、「複数の治療方法の選

択肢の説明を聞いたうえで、医師と相談
しながら決めたい」と回答

第5回 日本の医療に関する意識調査日医総研ワーキングペーパー
No.331

比較的重い病気の治療方針の決定に際して、あ
なたのお考えは次のうちどれに近いですか？

（N=1,122）
糖尿病患者さんの治療意欲とアドヒアランスを高める

門脇孝先生 第30回日本臨床内科医学会「2型糖尿病治療における患者中心医療」より

治療法の選択は医師と患者さんの共同作業

• SDM (Shared Decision Making）
• 2017年OECD保健相会議の標語は

“People-centered care” 塩崎厚労大臣参加
• インフォームドチョイスへの理解
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社会全体で最適な医療を求める方向性
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施設間や医師間で治療・診断の違いが大きいと思う

（計） 年齢別(%)

日医総研ワーキングペーパー No.２４８
「診療所医師の医学情報収集と日常診療の現状に関する調査」

患者の価値観と社会全体の医療費の負担を考慮した最適医療
を実践するためのツールが必要

 限られた医療費の中で、社会全体で最適なアウトカムを
出す

 しかも施設・医師の間で治療の違いが大きいと考える医
師が５５％（若い医師の間では７割）



１．エビデンスに基づき、目の前の患者さんと一緒に
意思決定をし、最適医療を提供するためのツール

２．社会全体として、最適な医療を提供するための
ツール

※エビデンスとは信頼性の高い手法で実施された研究から得られた成果。症例報告等も含む場合もある
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診療ガイドラインが果たせる役割



では診療ガイドラインとは何なのか？

 治療法の医学的エビデンスの審査と、選択肢のそれぞ

れの益と害（効果と有害面）の評価をもとに、最適な治

療を行うために作られた推奨文※

 臨床の場で治療法の意思決定を支援できる

 医療者が最新のエビデンスに基づいた治療法を確認・

実践できる

7※ IOM “Clinical Practice Guidelines We Can Trust” 2011 に基づく
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診療ガイドラインの中身は？

臨床上の重要課題（クリニカルク
エッション）に対する回答（推奨
文）をエビデンスの質、推奨の強
さも含めて記載（例：プロバイオ
ティックスは有効か、内視鏡は有
用か）

診療ガイドラインの記載基準

を満たすエビデンス重視のガイ
ドラインを学会等の許可を得て
MindsのHPに掲載※

※著作権等の関係で本文をHPに
掲載できない場合は紹介のみ行う

日本医療機能評価機構Minds HPより

書籍

４章 治療

ここから
ダウンロード

統括委員会委員一覧
作成委員会委員一覧
本ガイドライン作成方法
利益相反
クリニカルクエッション一覧
１章 概念
２章 病態
３章 診断
４章 治療
・・・・・

日本消化器病学会作成



診療ガイドラインはどのように作られるか？

１．学会などの作成団体が疾患トピックを決定
２．作成組織の編成
３．企画書の作成、エビデンス収集・審査・評価
４．推奨文と診療ガイドライン草案作成
５．最終決定と公開

 作成方法や基準は進化している（例えばGRADE）
 推奨の強さはエビデンスの確かさ、益と害、患者の価値観を考慮

疾患の選び方？
改訂のタイミング？
診療ガイドラインの品質保証？

→ AGREE II
一般国民向けの診療ガイドラインは？
諸外国では？

→ NICE（英国） ガイドラインクリアリングハウス（米国）
9Minds 診療ガイドライン作成の手引き2014 医学書院 に基づく



診療ガイドラインの使われ方

普及・活用の実態は・・・

 医療者が自主的に参照・使用

 使用頻度は医療機関や医療者の判断による

 医療機関のIT環境や診療の環境も影響

 診療ガイドラインの基準を満たすものとそうでな
い診療ガイドラインが混在する

 かかりつけ医や非専門医向けの診療ガイドライン
が少ない

10
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２．患者・市民が診療ガイドラ
インに関わることについて



患者・市民が診療ガイドラインに関わる意義

使う

 治療法の意思決定において医療者と共有する

情報が溢れる中、診療ガイドラインを使い賢い患者となる
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作る

 ガイドライン作成団体に患者の価値観や希望を提言

 患者・市民の参加は診療ガイドラインの評価基準の１つ

エビデンスと患者価値感に基づく推奨文

質の高い医療・満足度の高い医療につながる



患者・市民の価値観の取り込みの手法
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直接的な手法は、作成への参加、外部評価委員会
等に参加する方法

 間接的な手法は、患者団体な
どからの意見聴取、フォーカス
グループやアンケート調査など

GINなどの国際ネットワークは諸外
国の様々な取り組みを紹介



診療ガイドライン作成団体の意見①

 Mindsに掲載された診療ガイドラインの作成代表者(医師112名）を対
象、有効回答数７７（回収率７０．５%）

 診療ガイドライン作成に患者・市民の価値観・希望を取り入れる取り
組みを行ったガイドラインは１９件（２４．７％）

取り組みをしたガイドラインの作成グループの意見（自由記載）

 医療者が推し量ることと、患者自身の考えには場合によって開きがある。
このため、推奨の決定には患者が参加することは必須と思われる

 患者・市民の参加は必要であり、患者・市民の視点を取り入れたガイドラ
インであるべき

 参加者の人選が重要でバイアスのかからない人選がなかなか難しい

）14日本医療機能評価機構「診療ガイドライン作成への患者・市民の参加に関する
作成グループへの調査」報告書（第3回患者市民専門部会資料より）

58, 

75.3%

19, 

24.7%

作成において患者・市民の価値観・希望を取

り入れるための取り組み (n=77）

なし

あり

作成委員として参加 ９
外部評価委員として参加 ９
ヒアリング、インタビューを実施 ２



 患者・市民の価値観・希望の取り入れを特に行わなかっ
た作成団体からは以下の意見：

 対象疾患の特性から患者参加が困難（４１．４％）

 患者参加が必要なかった（３４．５％）

 患者参加の為のリソース（人的・資金的）が不足（３１．７％）

自由記載の意見

 ガイドラインの内容に患者の関連が少ない

 患者が直接関係する部分がほとんどない

 患者参加がなじまない
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診療ガイドライン作成団体の意見②

日本医療機能評価機構「診療ガイドライン作成への患者・市民の参加に関する
作成グループへの調査」報告書（第3回患者市民専門部会資料より）

ただし、診療ガイドラインの作成段階で患者・市民の価値観
を入れる作成手法と評価手法は広がりつつある



患者・市民が作成に関わることの意義

 医学的エビデンスの評価と異なり、患者の価値観・希

望は個別性が強く、多様性が高い

 作成段階で、エビデンスに基づき「強い」推奨とされ

た選択肢に対して、望ましい患者アウトカム（益）と望

ましくない患者アウトカム（害）も加味

 推奨の強さを再検討することで、診療場面で医療者

が患者のさまざまな希望に寄り添うことができる

16日本医療機能評価機構「『診療ガイドライン作成への患者・市民の参加』の基本的な考え方」より



Minds 患者・市民専門部会の役割

 Mindsでは、患者・市民専門部会を設置

 患者・市民が診療ガイドラインの作成に関与し、患者の価
値観を反映させる手法を広く検討
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診療ガイドライン
作成団体

患者市民の希
望・価値観・優
先度等に関す

る情報

患者・市民の

診療ガイドライン
作成参加者
ネットワーク

参加

医学的根拠・文献
医療者の知見

支援教材
研修会等 議長



患者・市民が作成に参加する際の役割と期待

 患者・市民の作成委員

 最低２名とし、１名は患者・市民の構成員としてトレーニング

を受けた方、他の１名は当該疾患の経験者

 疾患の経験者には自身の体験を相対化し、多くの患者の

立場を配慮した意見を期待

 診療ガイドラインの作成プロセスに参加し、患者・市民の

立場で種々の意見を表明

 企画書（スコープ）：重要な事項をクリニカルクエッションとして提案

 推奨：一般的な傾向と多様性を指摘。益害を患者・市民の視点から

18
日本医療機能評価機構「『診療ガイドライン作成への患者・市民の参加』の基本的な考え方」より



患者・市民が作成に参加するときの課題

個人の体験ではなく、患者の多様性に配慮し
た意見表明

専門家の中での発言の困難さ －作成委員
会議長の役割が重要

19



Minds 患者・市民専門部会 今後の予定

今後の活動予定

教材や研修の提供

 期間や手法を検討中

参加を希望する方々の募集

 作成参加者ネットワーク

作成団体への啓発活動

患者の価値観を探る調査の実施

一般向け情報提供の在り方

20



21

３．診療ガイドラインの
今後



診療ガイドラインの普及による医療への影響

 ガイドラインの活用による効果の検証(スウェーデン）

 SBU（Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services）の例

 質指標（Quality Indicator）を使った検証の開始（Minds）

 ガイドラインにモニタリングや監査の基準を示すことは作成
基準の１つ（AGREE II）
例：急性中耳炎の症状が３日を超えて続く場合はアモキシリンを処方 など

 今後は医療ビッグデータの活用も

22

＃ 疾患・トピック 影響／度合 結果

１６ 逆流性食道炎（２００７）
診療に変化
／大

出版後に外科的手術が減少

２１ 軽症頭部外傷（２００６）
診療に変化
／大

出版後に入院件数と在院日数が
大幅に減少

・・・・・・・
“Does health technology assessment affect policy-making and clinical practice in Sweden?”  
International Journal of Technology Assessment in Health Care 30:3(2014) SBU Reports  



診療ガイドラインの課題

 身近で使える診療ガイドラインの提供

 自主的な利用を啓発

 医学教育、専門医研修、生涯教育などでの活用

 まずは一般国民に知ってもらう

 患者・市民が作成に参加する手法の確立、啓発、促進

 医療関係者やメディアを通じた啓発活動

 参加頂く市民・患者の方への情報提供

 診療ガイドラインの作成団体への働きかけ

 患者参加の効果の検証
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診療ガイドラインの今後 (まとめ）

社会状況に合わせた医療へのニーズに対応

エビデンスに基づき、医療者、患者、社会全体
の視点を加えた医療を推進

地域等による診療のバラツキを減らし、国全体
の診療の質を向上

国民の満足感・安心と健康寿命の後押し
24



診療ガイドラインの今後 (まとめ）

国全体としてより効果的な医療を推進するための
ツールの一つとして普及させていくことが必要

 ４つのPの連携を

医療者（Provider）
患者・市民（Patient・Public）
国・保険者（Payer）
メディア（Press）

25
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ご清聴ありがとうございました。
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http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi10tzczdLRAhXDm5QKHdmQABsQjRwIBw&url=http://illust-up.com/archives/cat_60300490.html&psig=AFQjCNEHkjVFLyqMpdU1KHBOXaklCP4fMQ&ust=1485066425055299
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