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診療ガイドライン Minds 2014

診療上の重要度の高い医療行為について、

エビデンスのシステマティックレビュー
とその総体評価、益と害のバランスなどを
考量し、

最善の患者アウトカムを目指した推奨を
提示することで、

患者と医療者の意思決定を支援する文書
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推奨の決定要因 (GRADE/Minds)

•重要なアウトカム全般に関する全体的
なエビデンスの強さ（確実性）

•益と害のバランス
•患者の価値観や意向・希望
•コストや資源の利用（費用対効果）

• 推奨決定に専門医以外の視点も重視
（学際的パネル）
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SDMの無いEBMは
エビデンスによる圧政
（evidence tyranny）

に転ずる。

The connection between evidence-based 
medicine and shared decision making.

(Hoffmann TC, et al. JAMA 2014; 312(13):1295-6)

最適な患者ケア

EBM 患者中心のコミュ
ニケーション技能

SDM 共有意思決定
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Shared decision making〈SDM〉

• 治療方針の決定
・パターナリズム
・shared decision making 
・コンシューマリズム（消費者主義）
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Shared decision making (NHS)

協力してヘルスケアの選択
を行うために、患者と医療
専門職の間で交わす対話
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Shared decision making 
•協働的意思決定
•共有意思決定
•・・・ 何を共有するのか？

–情報
–目標
–責任 7

それらの共有を進める
基本がコミュニケーション
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A領域：高いリスク、高い確実性
同意の型：インフォームド・コンセント

ＳＤＭ：無し
交互作用：中間。適切に情報を提供
された上での決定（informed 
decision）に十分である程度。
例：腹部銃創に対する腹腔手術

B領域：高いリスク、低い確実性
同意の型：インフォームド・コンセント

ＳＤＭ：あり
交互作用：患者の価値観、選好、希望
や恐れについての十分な話し合いを含
む。
例：早期乳がんに対する拡大乳房切除
術か乳房温存術＋放射線治療

C領域：低いリスク、高い確実性
同意の型：シンプル・コンセント
ＳＤＭ：無し
交互作用：最小限か無し
例：低カリウム血症の患者における
利尿薬の減量

D領域：低いリスク、低い確実性
同意の型：シンプル・コンセント
ＳＤＭ：あり
交互作用：中間
例：高脂血症に対する生活習慣の変容
と薬物療法

4タイプの意思決定

Whitney SN, et al. A typology of shared decision making, informed consent, and 
simple consent. Ann Intern Med. 2004;140(1):54-9.

高い確実性（最良の選択肢が一つ） 不確実（２つ以上の代替案あり）

高
い

リ
ス
ク

低
い

SDM: 患者と医療者が協働して、不確実性に向き合おうとする知恵
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診療ガイドライン作成における「患者参加」
：２つの意味

• 患者の視点を医療者へ
• 医療の現実を患者（社会）へ

–医療の限界・不確実性の共有
–医療のできること、できないこと
–何に（限られた）費用をかけるべきか
–適切な医療・受療・セルフケア行動
–患者安全、訴訟問題
–マスメディアの役割・・・

• co-design / co-production
•共に問題に向き合う関係の構築
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• SDMには、治療方針を決める時、互い

に相手は何を重要と考えているかを理
解するために、患者と医療者の両方の
参加が必要です。

• 医療者は、健康に関する問題に向き合
うため、患者にすべての治療の選択肢
に関する情報を提供します。

• さらに、患者個人の病歴と検査結果に
基づいて、医学的に望ましいと思われ
る選択肢の情報を伝えます。
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• 患者は、医療者に、病気や治療が自分の人生にと
ってどのような体験であるかについての情報を提
供します。

• 患者は、「自分の人生にとって、どの選択肢がよ
り良いのだろうか」という見方をします。

• 患者の見解は、医学的に最適な治療と異なる場合
があります。

• 患者にとって最良の選択は、医学的に最良の治療法と
いう理由の場合も、その患者の人生のために最高の選
択肢だという理由の場合もあるでしょう。

• 患者と医療者は対話を通じて、両者はもとの自分
の考えとは違うかもしれない別の見解を理解し、
最終的に患者にとって最良の選択がされたと納得
できるでしょう。 12
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Informed consent と shared decision making 
をタイトルに含む論文数

informed consent shared decision making

informed consent  2014年 ピーク 280編
2016年
informed consent 216編

shared decision making
253編
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Shared decision making 
and shared responsibility



informed consent
& shared decision making

• Informed consent
– 「医療者が示す選択肢」への着地が
期待される

– 必ずしもその選択肢がエビデンスで
支持されているかは問われない

– 医療者の誘導の影響が大きい
• SDM

– 患者さんも医療者も、どこに着地す
るか分からない

– しかし目指す目標が、過程の中で共
有されていく

– 「エビデンスの確実性」が高くない
場合に特に大切
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目標
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Barry MJ, Edgman-Levitan S. N Engl J Med. 2012 Mar 1;366(9):780-1.
「事実上、ほぼすべての患者が「そのアウトカムが望ましい」とする場合にのみ、
その治療法を”standard”とみなすべきである」 (Eddy) 
この条件を満たさない多くの臨床的意思決定では、患者が自らの希望や価値観に沿
うよう方針の決定に参加する必要がある。



「エビデンスが十分」であっても－
• 切除不能な進行性非小細胞肺癌の患者に対して、化学療法と放射
線療法の併用と、放射線療法の単独治療のどちらが有効か複数の
ランダム化比較試験で検討された。

• 研究デザインは「（複数の）ランダム化比較試験」

• 評価は「真のエンドポイントである全生存期間の延長」

• エビデンス総体は「強」

• 「エビデンス」の議論だけなら、ガイドラインの推奨は疑いなく
「行うことを強く推奨する」

• 個々の臨床現場で、医師は「化学療法と放射線療法の併用」に
一直線…
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しかし・・・
• 「化学療法と放射線療法の併用療法」で死亡リスクは減少
したが、生存期間（中央値）の延長は２～３カ月

• 追加された化学療法に伴う害と負担は増加

• 患者が（わずかな）生存期間延長に置く価値について、害
や負担を考慮した検討が必要

• 十分なエビデンスがあっても、診療ガイドラインで「推奨
度は弱い」となり得る

• 「弱い推奨（weak recommendation) 」であれば、個々
の臨床場面で医師は患者・家族の希望に配慮できるかもし
れない 18

「弱い推奨」から「条件付きの推奨」
（conditional recommendation）へ
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「個人の価値観」から shared-decision makingへ
読売新聞 医療ルネサンス 2014.1.7
「ワーファリンを飲み続ければ、けがをすると出血が止
まりにくくなる。打撲が頻繁に起こるサッカーを続ける
のは困難だ」

肺塞栓症：サッカー選手 高原直康さん

肺塞栓予防の確立した治療法のワーファリン服用ではな
く、主治医と相談して、飛行機搭乗時だけ（短時間に有
効な）ヘパリンを自己注射



Decision Aids と 診療ガイドライン
• Decision Aids (DA)

–益と害の提示
–予測モデル
–シミュレーション
–体験（ナラティブ）

• 協働的意思決定の実現に向けた
診療ガイドラインの役割・可能性…
ご清聴、ありがとうございました
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