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医療の質と安 全の向上を目的に1985年に設 立された国際学会であるISQua（International
Society for Quality in Health Care）の第29回国際会議が2012年10月21日～ 24日にジュネーヴで
開催されました。68カ国から1200人以上の医療関係者が参加し、当機構からも６名（河北副理事長
兼専務理事、今中理事、山口理事、長谷川理事、奥村、横山）が参加しました （写真１、２）。

写真１ プログラム（表紙）

写真２ 左から今中理事、奥村、Ms Fortune、横山

当機構からの発表について
当機構からは以下の３演題を発表しました。
１．日本医療機能評価機構の病院機能評価の影響と今後について：15年間の成果
Impact and Future of Healthcare Accreditation: Fifteen-Year Achievement of the Japan
Council for Quality Health Care（JCQHC）
Y. Imanaka, M. Hashimoto, T. Hasegawa, H. Kawakita
当機構の病院機能評価の概要と、平成21年度に実施した「病院機能評価の社会的影響調査」の
結果の概要を報告しました。
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２．日本における診療ガイドラインのWebを通じた提供と普及：Mindsの役割
We b - b a s e d i m pl e m e n t a t i o n a n d
dissemination of clinical practice guidelines
in Japan: the role of MINDS
N. Yamaguchi, M. Yoshida, N. Takahashi,
A. Okumura and MINDS Group
Mindsにおける診療ガイドラインの網羅的な検
索、系統的な評価、総合的な視点による選定に基
づくガイドライン評価選定作業の現況をポスター

写真3 ポスター会場にて（山口理事、奥村）

で報告しました（写真３）。
３．日本における根拠に基づく一般向け情報ツールの開発：診療ガイドラインの有効活用に
向けての支援
Development of evidence-based information tool for the public in Japan: support for
effective utilization of clinical practice guidelines
A. Okumura, Y. Sato, M. Yoshida, N. Yamaguchi and MINDS group
Mindsで提供している、学会版ガイドライン解説、Minds版ガイドライン解説・やさしい解説の開
発方法と普及・利用状況を報告しました。

図１ Minds版ガイドライン解説の内容説明
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図２ Minds版やさしい解説の内容説明
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注目した発表について
１．Best practice implementation through clinical programs
10月21日（日）に開催されたプレカンファレンス “Best practice implementation through clinical
programs” では、研究成果、エビデンスを臨床で活用するために必要な要素やバリアーに関する
発表が行われました。EBM（Evidence-based Medicine）の経緯や概要が説明された後、“EBM in
2012”という言葉が掲げられ、EBMに求められる要素として、医療の質・一貫性・信頼性を示すこと、
医療資源・コストに基づくアプローチ、診療ガイドラインの遵守やアウトカム指標に焦点を当てた評
価を行うことが挙げられていました。また、EBMが医療現場で実践されるためには、強力なリーダー
シップ、一貫性のある介入、患者－医療者－病院管理者－行政間の連携、特に患者－医療者間の対
話・協力が必要不可欠であることが強調されていました。
２．Patient-centered approach in clinical guidelines
診療ガイドラインに関する患者視点を尊重した取り組みについて、オランダからの発表がありまし
た。診療ガイドラインの開発と実際の診療において、治療介入の目標設定の際に、臨床データのみな
らず、心理・社会的側面も包括する健康関連QOL（HRQOL：health-related quality of life）とWHO
（世界保健機関）が提唱した国際生活機能分類（ICF：international classification of functioning）
を組み込むことが提案されていました。ICFは、個人因子と環境因子から身体・活動・参加の三つの
側面を捉え、健康状態（疾病や障害）を考察していくモデルですが、健康問題をあらゆる側面から
評価できるため、診療ガイドライン開発や患者のアウトカム評価に利用できるというものです。
患者の価値観や治療上の好みを取り入れる方法としては、患者と医療者がともに意思決定を行う
こと（SDM：shared decision making）の重要性が強調されており、SDMの実践により、患者は治
療過程で目標設定においても主体的に関わることができるとし、診療ガイドラインは患者の意思決
定をサポートするツールとして機能すべきであるとまとめられていました。
３．Indicator Summit
10月21日（日）はプレカンファレンスとして４つのシンポジウムが開かれました。クォリティ・イン
ディケータをテーマにした“Indicator Summit”では、冒頭にOECDの25カ国の取り組みについての
発表があり、データ登録方法、資源・人材不足、プライバシーの問題、標準指標がないこと、他のデー
タ（個別情報）との照合方法などが課題として挙げられていました。ほかに、韓国・ベルギー・フラ
ンス・デンマーク・アメリカ・イギリス・イスラエルからの発表がありました。ディスカッションでは、
質向上・改善のための費用やP4P（pay for performance）、インセンティブについて、また、診療ガ
イドラインや第三者評価の認定の取得、提出されたデータの扱い（二次利用等）、プライバシーや
セキュリティの問題について議論があり、デンマークでは医療事故情報のデータベースが病院評価
の認定の際に評価されている（PDCAの指標として活用されていることが評価される）という発表も
ありました。
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４．
“Asking the Unaskable, Thinking the Unthinkable”
“Governance Leadership and Health Policy”に関して、ISQuaの現理事長・Dr Tracy Cooperが上記
のタイトルでカナダのDr Hugh McLeodと対談するセッションがありました（写真４）
。初めに、
「リーダー
シップとは、
対話をし、
決定すること」という定義がなされ、
それぞれの経験を交えた話がありました。壇上で二人が
くつろいで話している様子を聞いていると、
「改善に取り
組んで成果を挙げる」ということが必ず実現可能なこと
に思えてきて、前向きな気持ちで学会を終えることがで
きました。当機構から情報を発信するときも、病院の方々
や患者さんなど、情報の受け手を元気づけることができ
るように工夫することが重要ではないかと感じました。

写真４ 左からDr Hugh Mcleod, Dr Tracy Cooper

その他
１．WHO訪問
オプショナルプログラムの教育的施設訪問としてWHO本部を訪問しました（写真５）。構内の
ツアー後、国連のミレニアム開発目標の一環としてWHOが取り組んでいるプロジェクトのうち、開
発 途 上国での医療 分 野の人材開発（HRH：human
resources in health）、ポリオ撲滅キャンペーン等の現
状について短いレクチャーがありました。時間の関係
でディスカッションはできませんでしたが、特に、HRH
については、５カ年計画の最後の段階にあって「プ
ロジェクトは完遂していないが、変化が始まっている
（“Unfinished, but just enter the change”）」として、次
の５カ年計画を立案中との説明がありました。

写真５ WHO: Executive Board Room

２．ISQua Expertsについて
ISQua理事会の諮問委員である“ISQua Experts”のメンバーに当機構から河北専務理事および今
中理事が選任されました。ISQua Expertsは、ISQuaが行う事業をより質の高いものにするために、
各種事業（教育、改革、認証、研究、地域における活動など）について専門的な立場から適宜アドバ
イスやコメントする役割を期待されています。
３．今後に向けて
来年の国際会議は2013年10月13 ～ 16日にスコットランドのエディンバラで開催されます。今回の
学会では、日本からの参加者に比較して、韓国・台湾・シンガポールなどからの参加が目立ちました。
国際的な動向を把握することにとどまらず、日本における活動についてさらに情報発信できるよう、
当機構としても積極的に取り組んでいくことが必要だと痛感しました。

6

日本医療機能評価機構

NEWS LETTER

2012-No.5

