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医療の質の向上と患者安全への”患者参加”の重要性

『患者⼒』が医療の質と患者安全を
向上させる!!



利益相反開⽰事項

⽒名 東 光久 所属／⾝分 奈良県総合医療センター総合診療科

該当あり・なし 基準に該当ありの場合︓企業名等

企業等の職員 なし

企業等の顧問職の報酬 あり NPO法⼈⽇本癌医療翻訳アソシエイツ（JAMT）

株式等配当 なし

講演料等 あり 第⼀三共、ギリアド・サイエンシズ、ベーリンガーインゲルハイム、アッヴィ

原稿料等 あり 医学書院、⾦芳堂、カイ書林

受託研究費(治験等・医療機
器等の現物を含む)・寄付⾦
等

あり ファイザー/⽇本癌治療学会公募型グラント・20232025年

専⾨的証⾔・助⾔等 なし

贈答品等 なし

医療の質の向上と患者安全への”患者参加”の重
要性



⾃⼰紹介
• 神⼾市出⾝
• 経歴

• 京都⼤学卒
• 天理よろづ相談所病院
• 国⽴がんセンター中央病院
• ⽩河総合診療アカデミー
• 奈良県総合医療センター
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専⾨
• 総合診療
• 腫瘍内科/⾎液内科
• リウマチ・膠原病
• 緩和ケア
• コミュニケーション
• チームビルディング
• 臨床倫理
• ⾃⼰啓発・メンタルヘルス
• 医学教育

ライフワーク
患者⼒・主治医⼒・医療学の啓発
どこかの、誰かの、頑張りや困りごとをサポートしたい



アジェンダ
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患者⼒

患者⼒と医療の質と患者安全



アジェンダ
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患者⼒

患者⼒と医療の質と患者安全



患者さんからこんな⾔葉を⾔われたことはありませんか︖

•患者A『わかりました』（よく理解できていないのに・・・）

•患者B『別の治療をやってみようと思います。友達が勧めてくれた

ので』

•患者C『病気のことは分からないんで、先⽣にお任せします』
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こんなこと思ったことはありませんか︖

•『Aさんは、理解⼒がイマイチだよな』

•『Bさんは、代替医療にいっちゃったけど仕⽅な
いよね』

•『Cさんは、いつも医療者にお任せだけど、ホン
トにそれでいいのかな』

医療者は患者にもっと積極的に関わるべきではないのか
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がん患者には伴⾛者が必要
•患者さんは病気をもつ『私』を
みてほしいと考えている

•⼈は魂レベルまで傷つくと、
⼀⼈では⽴ち直れない
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⽯井均
（糖尿病専⾨医）

皆藤章
（臨床⼼理⼠）



医療における限定合理性

2023/03/21 9⾏動経済学×医療 週間医学界新聞2017年8⽉28⽇号

限定合理性︓合理性は限定的な時にしか働かない
医療の質の向上と患者安全への”患者参加”の重要性



ご覧になりましたか︖
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上野直⼈先⽣（がん専⾨医）でも
患者⼒は低かった
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• エビデンスレベルの低い情報でも⾶びつきたくなる

情報に振り回される

• どうしたらいいのかが分からない

⾃分の考えが⾔えない

• 忙しいのに迷惑じゃないだろうか

質問できない
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⾃分の病気を医療者任せにせず、⾃分事と
して受け⽌め、いろいろな知識を習得したり、
医療者と⼗分なコミュニケーションを通じて
信頼関係を築き、⼈⽣を前向きに⽣きようと
する患者の姿勢

Patient Empowerment Program︓
https://www.pep-med.org/2023/03/21 医療の質の向上と患者安全への”患者参加”の重要性

https://www.pep-med.org/


• WHOによれば
• 患者⾃らが、⾃分の健康に関係する意思決定⼒や⾏動⼒を
⾝につける過程

1. 患者としての⾃分の役割りを理解する⇒M
2. ⼗分な知識を獲得した上で、医療者と関わる

3. 患者スキル⇒A＆C
4. それを促進する環境の存在

• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK144022/

Empowermentとは
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” Patient Empowerment”とは

• ‘Empowerment’は『権限委譲』

•医療者は患者が問題に向き合い、解決する⼒を持っ
ている、と信じること

•患者が、患者⼒を⾃主的に発揮できるように、医
療者が援助すること
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O92

医師、看護師、薬剤師、作業療法士、MSWからなるメンバーで2019年に設立 守⽥亮⽒より提供、⼀部改変
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Patient Empowerment Program



• 東光久 （医師 奈良県総合医療センター）
• 上野直⼈ （医師 ハワイ⼤学がんセンター）
• ⼩室雅⼈ （薬剤師 国⽴国際医療研究センター）
• 下村昭彦 （医師 国⽴国際医療研究センター）
• 庄司由佳 （作業療法⼠ 塙厚⽣病院）
• ⽴松典篤 （理学療法⼠ 名古屋⼤学）
• ⻑⾕川友美 （看護師 ⽩河厚⽣総合病院）
• 平岡菜穂⼦ （看護師 国⽴がん研究センター中央病院）
• 守⽥亮 （医師 秋⽥厚⽣医療センター）
• 和⽥美智⼦ （MSW 秋⽥厚⽣医療センター）
• 笛⽊浩 （⼀般社団法⼈オンコロジー教育推進プロジェクト事務局）
• ⽯井均 （医師 奈良県⽴医科⼤学医師患者関係学講座）
• 伊藤⾼章 （臨床宗教師 ⽴正佼成会附属佼成病院） 16

Patients Empowerment Program（PEP）



三つのスキル, MAC

対話
言葉のキャッチボール

Communication

情報の入手・理解・
吟味・適用

Medical Literacy

想いを伝える
Assertiveness

スキルとは、教養や訓練を通して獲得した能⼒
上野直⼈⽒より提供、⼀部改変 172023/03/21



• WHOによれば
• 患者⾃らが、⾃分の健康に関係する意思決定⼒や⾏動⼒を
⾝につける過程

1. 患者としての⾃分の役割りを理解する(M)⇒M
2. ⼗分な知識を獲得した上で、医療者と関わる(M)

3. 患者スキル(A&C)⇒A＆C
4. それを促進する環境の存在

• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK144022/

Empowermentとは
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• WHOによれば
• 患者⾃らが、⾃分の健康に関係する意思決定⼒や⾏動⼒を
⾝につける過程

1. 患者としての⾃分の役割りを理解する(M)⇒M
2. ⼗分な知識を獲得した上で、医療者と関わる(M)

3. 患者スキル(A&C)⇒A＆C
4. それを促進する環境の存在

• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK144022/

Empowermentとは
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環境を促進する

2023/03/21 23

• ⽬線を合わせる（＝座る）

• 笑みを浮かべる

• ⼿を差し出す

• 温かい声掛け

• すべてを受け⽌める

• 深い洞察・省察

• 思慮に満ちた⾏動

共感
(Empathy)
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Empathy（共感）
•患者の内的経験や考え、不安を理解し、その理解を
患者と分かち合い、意思疎通できる能⼒
• Empathyは、患者⾃⾝に成り代わるわけではなく、⾃分
⾃⾝を⾒失わない

• Sympathy（同情）は、患者⾃⾝に成り代わり、その状態
にとどまること

• Wilmer, 1968
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メラビアンの法則
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⼈が他⼈を受け⼊れるまでの4つの壁

26

医療者の共感的態度が重要
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⼼が変わると⾏動が変わる

行動

心

Empowerment

⾒える部分

⾒えにくい部分

患者⼒
医療者も変わる!︕

27

信頼

共感
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Empowerment



⾃分らしさとは︖
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ECAM（いーかも）モデル

Empathy

E
Communication

C
Assertiveness

A
Medical Literacy

M
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臨床判断の3要素

価値観

根拠、情報 経験

患者

医療者

30

Medical literacy
Assertiveness

Communication

Environment
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患者⼒
患者⼒



エビデンス＋チーム医療＋α

Best 
Practice

Evidence

チーム

医療

患者⼒
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患者⼒はがん医療の第3の柱

Best 
Practice

Evidence

チーム

医療

患者⼒
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アジェンダ

2023/03/21 医療の質の向上と患者安全への”患者参加”の重要性 33

患者⼒

患者⼒と医療の質と患者安全



アジェンダ
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患者⼒

患者⼒と医療の質と患者安全



患者・市⺠
参画の段階
• 臨床試験の⽂脈で⽤い
られている
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https://www.jpma.or.jp/opir/news/058/01.html



チームABC概念モデル

2023/03/21 36

患者

チームA
・アクティブケア

・EBM

チームB
・ベース・サポート
・コミュニケーションに

基づいたケア

チームC
・コミュニティサポート

医療の質の向上と患者安全への”患者参加”の重要性
Ueno, N. T. Ito, T. D. et al. Nat Rev. Clin. Oncol. 2010; doi:10.1038/nrclinonc.2010.115



チームABC概念モデル
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Ueno, N. T. Ito, T. D. et al. Nat Rev. Clin. Oncol. 2010; doi:10.1038/nrclinonc.2010.115

TeamＡ

Active Care
TeamＢ

Base Support
TeamＣ

Community Resource

職種例 医師看護師 薬剤師
臨床検査技師 PTOT

看護師 ⼼理職
臨床スピリチュアルケア職

⾳楽療法 芸術療法 etc.

家族 親族 友⼈
宗教 思想 ⽂化

制度 企業 基礎研究
マスコミ NPO政財界 etc.

目的
EBMの実現

（EBMの３側⾯を実現する責任）

治療基盤を整える
治療のOwnership 明確化
Communityとの連携

医療の公共性および
ケアの社会性を保証

方法 Evidence-Based
集学的直接医療

Narrative/Communication-
Based Informed Consent 
Compliance/Concordance

地域資源の活用

技術 チームＡ内の協力
ケアチームのリーダー

思想•信念•価値観•死⽣観多様性の

尊重と、対応、主観への共感、
⾮指⽰的ケア

「責任ある市⺠」の視点



医療の質指標
指標 定義 内容

有効性 エビデンスに基づいた医療の効果が得ら
れる可能性のある者に正しく提供し、効
果を得られない者には提供しないこと

• プロセス評価としてエビデンスに
基づいた良質な診療ガイドライン
の適⽤に関する指標

• アウトカム評価なら、望ましい結
果が得られた割合

安全性 医療に関連した不要な害のリスクを許容
可能な最⼩限の⽔準まで減らすこと

• ストラクチャー評価として安全性
を確保する体制

• プロセス評価として想定されるリ
スクの回避策がとられているか

• アウトカム評価として起こるるべ
きでない事象がどの程度起きたか

応答性/患者中⼼性 患者・利⽤者を中⼼に据えた医療システ
ムを機能させ、患者・利⽤者の意向、
ニーズ、価値を尊重した医療を提供する
こと

• 患者満⾜度
• 患者経験
• 健康関連QOL
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医療の質指標基本ガイド2022



患者安全の指標
〜AHRQが提唱する医療事故を防ぐ20の秘訣〜

• ⾃分が服⽤している薬剤を医師が把握しているかを確認しましょう。
• 診察時には⾃分が服⽤しているすべての薬剤、サプリメントを持参しましょう。
• 薬剤アレルギーや薬剤の副作⽤に関する既往を医師が把握しているか確認しましょう。
• 医師が処⽅箋を発⾏したとき、あなたが読めるかを確認しましょう（⼿書き処⽅箋）。
• 薬について、あなたが理解できるまで質問しましょう（薬の⽬的、⽤法⽤量、副作⽤、他の薬剤との相互
作⽤、⾷事内容で留意することなど）。
• 薬局で薬を受け取るとき、医師が⾃分に処⽅したものかを確認しましょう。
• 薬剤に関する説明事項で不明な点があれば質問しましょう。
• 薬剤師に⽔薬の量を測る最善の⽅法をききましょう。
• 副作⽤に関し、⽂書での説明書をもらいましょう。
l ⼊院中は、あなたに接触するすべての医療者に、⼿指衛⽣をしたかどうか確認しましょう。
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患者安全の指標
〜AHRQが提唱する医療事故を防ぐ20の秘訣〜

• ⾃分が服⽤している薬剤を医師が把握しているかを確認しましょう。
• 診察時には⾃分が服⽤しているすべての薬剤、サプリメントを持参しましょう。
• 薬剤アレルギーや薬剤の副作⽤に関する既往を医師が把握しているか確認しましょう。
• 医師が処⽅箋を発⾏したとき、あなたが読めるかを確認しましょう（⼿書き処⽅箋）。
• 薬について、あなたが理解できるまで質問しましょう（薬の⽬的、⽤法⽤量、副作⽤、他の薬剤との相互
作⽤、⾷事内容で留意することなど）。C
• 薬局で薬を受け取るとき、医師が⾃分に処⽅したものかを確認しましょう。
• 薬剤に関する説明事項で不明な点があれば質問しましょう。C
• 薬剤師に⽔薬の量を測る最善の⽅法を質問しましょう。C
• 副作⽤に関し、⽂書での説明書をもらいましょう。
l ⼊院中は、あなたに接触するすべての医療者に、⼿指衛⽣をしたかどうか確認しましょう。
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患者安全の指標
〜AHRQが提唱する医療事故を防ぐ20の秘訣〜

l 退院時には、退院後の⾃宅での治療計画について尋ねましょう。
l ⼿術をうけるときは、あなたと担当医と外科執⼑医が術式、部位について正しく理解していることを確
認しましょう。

l ⼿術をうけるならば、可能ならば、その⼿術の実施件数が多い病院を選びましょう。
l わからないこと、⼼配なことがあればはっきり伝えましょう。
l かかりつけ医など、あなたの治療全体を把握し、調整する医師をつくりましょう。
l あなたの治療に関わるすべての医師が重要な診療情報を共有していることを確認しましょう。
l 診察時には家族や友⼈を連れていきましょう。
l 多ければ多いほど良いわけではありません（検査や治療の必要性を尋ねましょう）。
l 検査をした場合、「知らせがないのは良い知らせ」と思わないでください。（検査結果をいつ、どのよう
にして知ることができるかを尋ねましょう。）

l あなたの病気や治療について、医師や看護師、その他の信頼できる情報源を使って理解しましょう。
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患者安全の指標
〜AHRQが提唱する医療事故を防ぐ20の秘訣〜

l 退院時には、退院後の⾃宅での治療計画について質問しましょう。C
l ⼿術をうけるときは、あなたと担当医と外科執⼑医が術式、部位について正しく理解していることを確認
しましょう。

l ⼿術をうけるならば、可能ならば、その⼿術の実施件数が多い病院を選びましょう。M
l わからないこと、⼼配なことがあればはっきり伝えましょう。A
l かかりつけ医など、あなたの治療全体を把握し、調整する医師をつくりましょう。
l あなたの治療に関わるすべての医師が重要な診療情報を共有していることを確認しましょう。
l 診察時には家族や友⼈を連れていきましょう。
l 多ければ多いほど良いわけではありません（検査や治療の必要性を尋ねましょう）。
l 検査をした場合、「知らせがないのは良い知らせ」と思わないでください。（検査結果をいつ、どのよう
にして知ることができるかを尋ねましょう。） C

l あなたの病気や治療について、医師や看護師、その他の信頼できる情報源を使って理解しましょう。M
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ECAM（いーかも）モデル

Empathy

E
Communication

C
Assertiveness

A
Medical Literacy

M
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患者満⾜度と治療実⾏度
•患者から⾒た医師の共感性は医師に対する満⾜度と相関する
（r=0.93）

Fam Med 2011;43:412-417.

•患者から⾒た医師の共感性は、情報交換、経験、信頼、協⼒関
係などを通じて、患者満⾜度と治療実⾏度に影響する

Eval Health Prof 2004; 27:237-251.
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⽣存率、⽣命予後
•２型糖尿病患者628名の⼼⾎管系イベント、⽣存率を調査した平
均10年間の観察研究において、
•診断後1年の時点で医師から受ける共感をベースとした診療の質
が⾼いと感じた患者の⽣存率が有意に⾼かった

Ann Fam Med. 2019;17:311-318.
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医師（医療者）への効果
•医師（医療者）の共感は、医師（医療者）にも効果がある
•医療過誤の訴訟が減る

Med Health Care Philos 2014;17:301-311.

•健康やウェルビーイングが⾼まる
•仕事満⾜度、QOLが⾼まる

Proc (Bayl Univ Med Cent) 2003;16:157-161.



付録︓権限委譲が⾎糖コントロールを
改善する

50
Diabetes Ther 2021; 12: 595–611.

２型糖尿病患者に、インスリンの投与量を医師主導（通常群）と
患者主導（試験治療群）で⾏なった場合に、治療の苦悩、満⾜度、⾃⼰効⼒感に

違いがあるかを検証したランダム化⽐較試験
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付録︓権限委譲が⾎糖コントロールを
改善する

51
Diabetes Ther 2021; 12: 595–611.

• Primary outcome
• 感情的苦悩（Problem Areas In Diabetes scale, PAID）

• Secondary outcome
• 治療満⾜度（Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire, DTSQ）
• ⾃⼰効⼒感（Insulin Therapy Self-efficacy Scale, ITSS）
• HbA1c, 空腹時⾎糖, インスリン使⽤量

有意差なし

有意差なし

患者＞医師

患者＞医師
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付録︓権限委譲が⾎糖コントロールを
改善する

52
Diabetes Ther 2021; 12: 595–611.
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⼼が変わると⾏動が変わる

行動

心

Empowerment

⾒える部分

⾒えにくい部分

患者⼒
医療者も変わる!︕

53

信頼

共感
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エンパワー
メント

理念、構想、
姿勢、生き方
どう生きていくか

患者力

行動
共有意思決定

SDM
自己管理行動

SM

アウトカム

・納得のいく医療
・がん治療の目標
（治癒,進行↓,症状↓）
・QOLやWell-being
(機能：身体,生活,精神)

・その他

石井均原図2022, Zimmerman MA 1995, Bravo P2015 ,Eskildsen NB 2017（東が一部加筆）

医療者 ／ 家族・仲間など

がんエンパワーメント モデル
アイ
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Summary

• 患者⼒とは
• ⾃分の病気を⾃分事としてとらえ、
• 知識の習得とコミュニケーションを通じて、医療者と良好な関係を構築し、
• ⼈⽣を前向きに⽣きようとする患者の姿勢

• 患者さんが、患者⼒を発揮するために、医療者には以下の4点が求められている
• 限定合理性を理解
• 共感的態度（E）で接する
• 患者⼒のスキル（MAC）を啓発し、引き出し、補おうとする姿勢
• ⾃分の在り⽅（being）を変える・⾃分が変わる、そうすれば患者も変わる
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Patients Empowerment Program; PEP

ご静聴ありがとうございました︕︕
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