
　みなさま今晩は。第 18 回がんサバイバーシッ
プオープンセミナーを始めさせていただきます。
国立がん研究センターがん対策情報センターがん
サバイバーシップ支援部長の高橋都と申します。
司会を務めますのでよろしくお願いします。
　今日は「参画」というテーマで、そのテーマの
ためかと思うのですが、いつにもまして様々な背
景の方がご参加くださいました。今日は 150 人
ぐらいご参加いただいていると思います。その 4
割がご本人、あるいはご家族です。医療者が 2 割、
国立がん研究センターの関係者もほとんど医療者
ですが 1 割ほどおります。メディアの方、企業
の方、行政の方からのお申し込みもございます。
　江口成美先生をご紹介いたします。日本医師会
総合政策研究機構の研究部専門部長でいらっしゃ

います。江口先生は京都大学の文学部でアメリカ
文学を専攻され、ご卒業の後、アメリカのワシン
トン大学に留学されて経営学修士と医療管理学修
士をお取りになりました。現在の日本医師会総合
政策研究機構には 2000 年からお勤めです。医
療機能評価機構 EBM 医療情報事業委員も兼任さ
れています。
　本日はいつもと同様に最初の 1 時間はゆっく
りと江口先生のお話をうかがって、そこから 30
分間、ザックバランな質疑応答を進めたいと思い
ます。
　それでは最初にがん対策情報センター長の若尾
センター長からご挨拶を一言お願いし、その後す
ぐに江口先生にご講演をお願いいたします。
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映されています。今回の第 3 期がん対策推進基
本計画では「研究における患者さんの参画」が、
3 つの柱を支える基盤の研究のところにも出てい
ます。
　私ども国立がん研究センターでやっている「が
ん情報サービス」でも平成 20 年から「患者・市
民パネル」という形で 100 名の患者さんの方に
お手伝いいただいて「がん情報サービス」を作っ
たり、あるいは広報などでもご協力をいただいて
いるところです。研究や医療自体を良くするとい
うところに患者さんの声は非常に大事ですし、新
しい研究を作る、あるいは政策につなげるという
ところなど、多くの分野で患者さんの声をしっか
りと医療政策に採り入れるということは、本当に
今まで以上に大事になるところだと思います。
　今日は江口先生から、今までのわが国における
PPI の取り組みということでお話をいただき、こ
れからみなさま方がどういうことができるかとい
うことも一緒に考えたいと思います。本日はどう
かよろしくお願いいたします。

若尾　文彦
国立がん研究センターがん対策情報センター長

ご　　　挨　　　拶
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　みなさん今晩は、国立がん研究センターがん対
策情報センター長の若尾でございます。本日は第
18 回のがんサバイバーシップオープンセミナー
にお集まりいただき、ありがとうございます。
　本日のテーマは、「医療における患者・市民参
画（PPI）の動き〜わが国における PPI の取り組
み〜」です。PPI という言葉は最近よく聞かれる
よ う に な っ た と 思 い ま す。 こ れ は「Patient  
Public Involvement」ということです。PPI と
いう言葉を聞くようになったのは最近ですが、が
ん分野では、患者さんの参画はかなり前からあり
ました。今のがん対策の中心である「がん対策推
進基本計画」を作った「がん対策推進協議会」に
も患者さんが委員として参画されていました。厚
労省の方に聞くと、当時、そうした公的な委員会
に患者さんが入るのは珍しい、初めてではないか
とも言われていました。その形で推進協議会は
ずっと続き、がん対策推進基本計画も今は第 3
期まで策定されていますし、がん対策基本法につ
いても施行から 10 年経った平成 28 年に改正さ
れましたが、そこにも患者さんの多くの意見が反



はじめに―本日の内容・日医総研について

　みなさま今晩は、日医総研の江口と申します。
ご紹介をいただきありがとうございました。私は
本日の「がんサバイバーシップオープンセミナー」
で講演させていただけるのを大変楽しみにしてお
りました。本日は機会を有難うございます。何と
ぞよろしくお願いいたします。
　私的なことなのですが、私はもともとはコン
ピュータ業界におりまして、その後、家族に随行
してアメリカのシアトルに 9 年ほど住みました。
そこでアメリカの医療に触れる機会がありまし
た。アメリカの医療は、日本の医療とはかなり違
いますが、医療をサービスとして客観的にとらえ
ることが 1990 年代から徹底的に行われていま
した。患者さんへの情報提供がしっかり行われて
いて、医師・患者のコミュニケーションが非常に
よいと私は感じました。それに大変に感銘を受け、
医療の研究を始めることになった次第です。帰国
して 20 年ほど経ちます。日本でも少しずつ医療
における患者参画がなされていて、先ほど若尾セ
ンター長からご紹介があったようにがん分野でも
患者さんと一緒に医療を進めるというスタンスが
生まれつつあり、情報の見える化も進んできてい
ると感じます。

　本日は「医療における患者・市民参画の動き」
という非常に大きなテーマをいただきましたが、
私の知っている限りの知識と経験の範囲でお話し
させていただければと思っています。

スライド 1 が本日の内容です。「1. わが国の医
療の転換期」で医療全般についてまずお話をいた
します。その後、「2. 患者・市民参画（PPI）とは」
というお話をし、その上で、診療ガイドラインを
評価・選定している日本医療機能評価機構の
Minds という組織で私は患者・市民支援部会に
参画させていただいているので、そちらの紹介を

「3. 診療ガイドラインと患者・市民参画」でさせ
ていただきます。最後に「4. 患者・市民参画の
今後」についてお話をさせていただきます。

スライド１　本日の内容

江口　成美
日本医師会総合政策研究機構 研究部専門部長 主席研究員
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　まず私の所属する「日本医師会・日医総研」に
ついてお話しします（スライド 2）。日本医師会
は約 17 万人の医師による職能団体です。半分は
開業医、半分は勤務医です。組織は3層構造になっ
ています。駒込にある「日本医師会」の下に「都
道府県医師会」が各地にあり、その下にさらに「郡
市区医師会」があります。それぞれの地域に医師
会があるという 3 層構造で地域医療を守ること
を大きな目標としており、会長は横倉義武です。

わが国の医療の転換期

そ れ が 2015 年 に は 26.6 ％ で す。 こ れ か ら
2060 年に向けてどんどん高齢化は進む状況で
す。
　アジアとの比較をしてみます（右図）。アジア
では韓国とかシンガポールなどがこれから高齢化
が進みますが、やはり日本は突出している状況で
す。日本はいわゆる高齢化の先進国として、様々
な情報発信をしていくことがこれからますます重
要になると思われます。
　スライド 4 をご覧いただくと分かりますよう
に、75 歳以上人口が 2040 年に 2,239 万人と
推定されていますが、その一方で 15 ～ 64 歳と
いう生産年齢世代は、減少していきます。そこに
大きな問題を抱えています。少しでも働く意欲の
ある方を支援して生産年齢層をどうやって増やし
ていくかは、日本にとって非常に大きな課題に
なっています。
　これらは結局、医療に関係してきます。日本の
医療費は約 43 兆円、1 人当たりの医療費は約
34 万円／年ですが、2004 年から人口が減少し
ているにもかかわらず、総医療費が増えている状
況です（スライド 5）。ちょうど 30 年前の最初

スライド２　日本医師会・日医総研とは

スライド３　高齢化の進む日本

　
　最初に、転換を迫られて
いるわが国の医療の背景に
ついて紹介させていただき
ます。ご周知のように高齢
化が進んでいる日本です
が、スライド 3 をご覧く
ださい。左のグラフは欧米
各国と日本の高齢化率の比
較です。左端が1950年で、
その時点では 65 歳以上人
口が全人口に占める割合を
示す高齢化率は、日本では
5％しかありませんでし
た。驚いてしまうのですが、
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のころと較べますと、今や 2.5 倍、物価などを
考慮しても 2 倍増の医療費になっています。こ
れから 2060 年に向けて 68 兆円までは増えると
予測されています。この医療費の半分は保険料で、
税金、患者負担を含めて国民、患者が負担してい
るのです。
　社会保障の持続可能性の観点から考えますと、

国民に協力してもらい、この働き方改革は進めな
ければいけない状況です。
　3 番目の改革・対策は医師偏在解消です。地域
により医師の数に差があることはみなさまご存じ
だと思います。たとえば京都府と埼玉県を比較し
ますと 10 万人当たりの医師数が埼玉県は半分
で、京都府が 10 万人当たり 320 人に対し、埼

スライド４　高齢化と生産年齢人口の減少

スライド５　国民医療費の増大

増大する医療費に対して、
実際に税金を払い、保険料
を払い、窓口自己負担をし
て支えているのは国民です
から、まさに国民自身は受
療者でもあり、それを支え
ている立場です。国民自身
が医療に関わる必要性が従
来にも増して高まっている
と言えます。
　そういう中で国も様々な
医療提供体制を見据えた改
革・対策を進めています（ス
ライド 6）。医療施設の中
では急性期病床（一般病床）
が非常に多く、それ以外の
慢性期病床（療養病床）が
少ないことがあり、それを
適正配置していかなければ
いけないとして、医療施設
の適正配置を医療構想の中
で行っています。
　2 つ目の改革・対策は、
医師など医療従事者の働き
方改革です。この働き方改
革は労働者すべてに対して
進められていますが、医師
など医療従事者の働き方改
革も進められています。医
療機関へのかかり方など、
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討していかなければなりません。これらを行政と
医療者だけに任すのではなく、地域に住んでいる
患者・市民が一緒になって考えていくというのが
本来のあるべき姿だと思います。
　さて、高齢化に伴い、「治す医療」から「治し
支える医療」という変化に対応して、地域包括ケ
アシステムが、全国で構築されています。これは
中学校区など、1 万人程度の方に対し、それぞれ
の人が住み慣れた地域で最期まで自分らしく住め
るようにという考えから、医療者と介護、生活支
援、福祉との連携をしっかりと行っていくための
ネットワークです。（スライド 7）。
　最初に申しあげたように医療費が増加する中
で、社会保障の持続可能性をどのようにして追求
していくかは非常に大きな課題です。その時には、
やはり国民・患者の方のインプットということが
非常に大事ですし、ある意味で国民・患者の方が

玉県は 160 人です。患者の流入や流出を考える
と多少変りますが、医師数は非常に偏在していま
す。それが医師の過重労働にもつながり、国民・
患者にとっても自分の地域に医師が少ないとか、
産科の先生がいないといった色々な問題が生じて
います。また、人口が高齢化していくとプライマ
リケア医、いわゆるかかりつけ医が必要になるの
ですが、そういう医師が身近にいるかどうかも問
題になります。そうした医師の多寡もこれから検

スライド６　将来の医療提供体制を見据えた改革・対策

スライド７　地域包括ケアシステムの構築について
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責任をもってそれに対応していくべきと考えてい
ます。
　その際、今はまさに医療 ICT（情報通信技術）
化が進んでいるところで、患者さんのカルテ情報、
あるいはレセプト、いわゆる診療報酬の請求書も
データベース化され、分析ができる状況になって
きています。患者さんもインターネットで色々な
情報が入手可能となり、ヘルスリテラシーが上が
り、知識量も増加しています。
　それらに加え、日本の社会も、個々の人間を尊
重し、多様性を重視する世の中になりつつあると
思います。すなわち、ICT の活用によってエビデ
ンスが入手でき、患者・市民も多くの情報が得ら
れるようになり、それに加えて社会も変りつつあ
る中で、患者・市民が参画して医療を共に支える、
そういう時代が来ている。まさに今はそういうタ
イミングではないかと考えています（スライド
8）。

患者・市民参画
―Patient Public Involvement(PPI) とは

　前置きが長くなりましたがこれから「患者・市
民参画」についてお話しします。先きほどお話が
ありましたが PPI は Patient Public Involveme
nt という言葉の略で、私は「Involvement」と
いう言葉が非常に重要と考えています（スライド

9）。単にお客さんとして「参加」するのではな
くて、インボルブするということで、色々な方、
患者・市民だけではなく医師もみんなで一緒に実
施するという意思を、この言葉の中に感じます。
患者さんも市民も一緒に巻き込んでよりよい医療
を推進しましょうという考えのもと、PPI が重要
になってきたと思います。
　患者・市民と言いましても、今、患者である方
もいますし、以前患者であった方もいるかもしれ
ません。また市民の方もこれから患者になるかも
しれない。また市民は納税者であり、保険料を払っ
ている。そういう社会的な位置づけも意識して
PPI が重視されていると考えています（スライド
10）。
　改めて「なぜ、患者・市民参画なのか？」です
が、先ほどから申しあげている通り、医療の受け
手である患者や市民を医療のさまざまな意思決定
に巻き込むことが PPI です。これは当り前と言い
ますか、当然なのですが、それをどうやって実現
すればいいのかという手法が今まであまり明確で
ありませんでした。医療の受け手側も医療の意思
決定の場に入りたいし、現場も入ってほしいと

スライド８　医療の変化

スライド９　PPI とは

スライド 10　医療における患者・市民参画 PPI とは
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思っている部分があるのですが、どうやってそれ
を実現できるのかよく分からなかったのだと思い
ます。
　限られた医療資源ですから、それを適切に配分
するために、医療者だけではなく、患者・市民が
行政や保険者に任せるのではなく、自らが参加す
るという、そういう参画が重要です。医療者は患
者をたくさん診ていますから、患者の思いや希望
はほぼ理解しているのですが、それでもそれぞれ
の患者が持っている経験をさまざまな場で伝える
ことは非常に大事だととらえています。PPI は、
患者経験や患者・市民の価値観、あるいは希望を
医療の意思決定に生かすことにつながります。政
策担当者も医療者も協働して医療のよりよい成
果、アウトカムをめざすことが「患者・市民参画」
の最終目的になります（スライド 11）。

PPI の具定例―（1）医療の政策決定に参画する
　それでは具体的にどのような参画の仕方がある
かについて 3 つほど例を挙げてお話しさせてい
ただきます。
　まず医療の政策決定に参画するということです

（スライド 12）。地域医療対策協議会（地対協）
という組織が各県に 1 つ設置されています。先
ほど申しあげたように医師の偏在を解消するため
に、医師が多い地域から少ない地域に医師の配置

調整をする役割などを担っているところです。そ
の構成員として患者・市民の方が入ることがこの
地対協の運営指針の中に書き込まれています。具
体的には 13 分野あります。「①特定機能病院」
から「③公的医療機関」や「⑫関係市町村」など
が構成員団体として挙げられていますが、その最
後の 13 番目に「⑬地域住民を代表する団体」が
挙げられています。実際に色々な県の地対協を見
てみますときちんと住民の方が入っておられま
す。東京都もそうです。こういうものがきちんと
決められたことは、これからの医療政策、とくに
地域医療の向上に向けた大きなステップだと思い
ます。
　医療の政策決定に参画する 2 つ目の例は特定
機能病院です（スライド 13）。もちろん国立が
ん研究センター病院もそうですが、全国で 86 あ
ります。以前、特定機能病院で医療事故がありま
したので、その関係もあり、病院の中の監査委員
会委員に市民が入るようになりました。「医療を
受ける者その他の医療従事者以外の者」が含まれ
るべきと書き込まれ、特定機能病院の監査委員会
の委員として患者・市民の方が参画しています。
　さらに厚生労働省の中のさまざまな検討会、審
議会や、研究機関あるいは地方行政の検討会にも
患者・市民の方が参画することが増えていますし、
倫理審査委員会では「人を対象とする研究の倫理

スライド 11　なぜ「患者・市民参画」？ スライド 12　例１　医療の政策決定に参画する①
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審査指針」の中で医療を受ける側、つまり医療を
提供する側ではない方を入れなければいけないと
書かれています。PPI は、今、まさに増えつつあ
ると思います（スライド 14）。
　厚生労働省の検討会の中に、医療情報の提供内
容等のあり方に関する検討会があります。医療の
質の評価指標を決める検討も行いますから、患者・
市民がこういうアウトカム指標が受け手として大
事なのだとその場で発言することは重要だと思い
ます。こういう検討会の中で、医療を受けている
方の考えが反映されつつあります。

PPI の具定例
―（2）医学研究に患者・市民として参画する
　PPI の具体例の 2 つ目は医学研究です。患者・
市民として医学研究に参画することです。スライ
ド 15 は AMED（日本医療研究開発機構）につ

いて書かれています。AMED は、公的機関で日
本の医学研究を支援する機関です。そこには「患
者さん一人ひとりに寄り添い、その LIFE（生命・
生活・人生）を支えながら、医療分野の研究成果
を一刻も早く実用化し、患者さんやご家族のもと
にお届けするという使命を果たすべく、医学研究・
臨床試験における患者・市民参画（PPI）の取り
組みを推進」すると書かれています。AMED が
出された PPI ガイドブックは非常に分かりやすい
ガイドブックで、ホームページ上で公開されてい
ます。この背景には「医療分野研究開発推進計画」
があります。そこには「…被験者や患者の参画を
促進する…」とあり、それは「立案段階から」と
書かれています。被験者として研究に参加するだ
けではなく、最初から実際の研究の中身について
計画立案も含めて参画することは画期的と思いま
す。国立がん研究センターの藤原康弘企画戦略局
局長も「医療研究開発をするうえで PPI は必須の
概念」とこのガイドブックの序章で述べておられ
ます。
　ガイドブックから少し抜粋して説明します。こ
こでは「医学研究・臨床試験に患者・市民の視点
を取り入れる意義」として 3 つ挙げています。1
つ目は「①研究倫理の観点から」です。昔、人体
実験的な研究が行われたという反省に基づいて研
究倫理の観点からも最初から患者・市民の方に

スライド 13　医療の政策決定に参画する② スライド 15　例２．医学研究に患者・市民として参画する

スライド 14　医療の政策決定に参画する③

9
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入っていただくということです。2 番目は「②経
験知を生かす」です。今までの患者さんとしての
経験を生かすということです。3 つ目は「③研究
の民主化の観点から」です。研究は専門家だけの
ものになってはならない、もっと広く、社会の中
での研究という位置づけにするべきだという観点
から挙げられています（スライド 16）。
　その効果についてもスライドに書いてありま
す。説明・同意文書を作成する、研究プロセスを
より分かりやすくする、さらに最初から患者さん
の意図や希望が入っていますから、中断や脱落が
減少するなど、研究実施において非常に有効であ
ることを効果として挙げています。
　実際には研究段階はスライドにあるように①～
⑧までありますが、それぞれの研究段階によって
患者・市民の方の参画の形があります。「④デー
タの収集」や「⑥研究結果の公表と発信」では、
患者・市民の参画は大きな役割を果たすと思いま
す。
　研究の中で多いのががん研究です。患者・市民
参画では、先ほどもお話にありましたが、第 3
期がん対策推進基本計画の中にスライド 17 にあ
るように書き込まれています。「患者やがん経験
者が研究のデザインや評価に参画できる体制を構
築するため、平成 30（2018）年度より、患者

及びがん経験者の参画によって、がん研究を推進
するための取組を開始する。」と書かれています。
ただその時に「参画可能な患者を教育するための
プログラム策定を開始する。」とあるように、一
定程度の知識を持っている方でないと、参画して
も役割を発揮できないこともあり、そのため患者
教育について進めようとしています。
　これをもとに「がん研究 10 か年戦略」の推進
に関する報告書の中できちんと書き込まれていま
す（スライド 18）。「海外の医学誌等において、
がん患者及びがん経験者が研究に参画することが
求められることもあり、基本計画にあるように、
研究の計画立案と評価に参画可能な患者を教育す
るためのプログラム開発を進め、人材育成に努め

スライド 16　PPI　Guide Book ー AMED

スライド 17　がん研究における患者市民参画①

スライド 18　がん研究における患者市民参画②
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るなど、がん研究への患者・市民参画（PPI： 
Patient Public Involvement) に取り組む必要が
ある。」とあります。これは横断的事項として、
あらゆる研究に当てはめられます。きちんと書き
込まれることは非常に意義のあることです。

PPI の具定例
―（3）診療の場での意思決定を自身で
　PPI の具体例の 3 つ目です。これはもう当たり
前と言いますか、今や診療の場で患者さんの同意
を得るのは常識です。日本医師会で実施した調査

では、比較的重い病気の治療方針の決定に際して、
「医師と相談しながら自分で決定」と「医師の説
明に同意」を合わせると 8 割の方が「医師と相
談しながら決めたい」と考えていることが分かり
ます。全国 1,100 人ほどの 20 歳以上を対象に
した意識調査ではこういう回答になっています。
ただスライド 19 のグラフを見ていただくと「医
師の説明を聞かず全て任せる」や「医師の判断に
任せる」という方も中にはいらっしゃり、すべて
の人が「医師と相談しながら決めたい」ではない
ことも一定程度考えなければいけないところで
す。
　診療の場でには、もともと Informed Conse
nt と か Informed Choice、Shared Decision 
Making という言葉で、患者さんと医師との関係
が説明されてきましたが、今は Informed Cons
ent プラス Informed Choice で、医師が説明し
患者さんが選択をするという状況になっていて、
医師が説明し患者さんと協働意思決定を行う SD
M(Shared Decision Making) が世界の潮流に
なりつつあります ( スライド 20)。
　たとえば糖尿病でしたら Informed Choice を

スライド 19　例３　診療の場で意思決定を自身で

スライド 20　診療の場の進化

実践することによって、糖
尿病患者さんの治療意欲と
アドヒアランスが高まると
言われています。また薬の
飲み忘れがなくなったり、
食事療法をしっかり守ろう
という意識につながり、医
師が決めたことではなく自
分でもその決定に参加した
ことが背景にあると考えら
れます。そういう状況が重
要であり、これによって診
療の質の向上が推進できる
と思われます。

11
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　それからアメリカです。アメリカは American 
Cancer Society(ACS: アメリカがん協会 ) のよ
う な 患 者 団 体 が 非 常 に 力 を 持 っ て い ま す。
Patient Centered と言って、もともと患者中心
の医療でしたが、患者団体と学会がしっかりと協
働することが進められてきていて、そういう意味
では PPI は製薬会社も含めて早くから進められて
きたということになります。
　PPI という言葉だけではなく、アメリカの場合
は、患者・市民中心の医療のための患者・市民の
積極的関与を Patient Engagement と呼んでい
ます。

診療ガイドラインと患者・市民参画（PPI）

診療ガイドラインとは何か
　日本の全体的な PPI、併せて英国と米国の状況
についてお話をさせていただきました。ここから
は診療ガイドラインにおける患者・市民参画とい
うことで少し細かい話になりますが、お話をさせ
ていただきます。
　まず診療ガイドラインとは何かです。ガイドラ
インと言っても国が決めたものではなく、専門学
会や専門医の先生たちが医学的エビデンスに基づ
いて、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、つまりリコメンデーションです。した
がってガイドラインと言うと「きまり」のような
感じもしますが、そうではなくあくまでも指針と
して、こういうケースならこれを強く（弱く）推
奨するという、推奨文です。それは実際に臨床の
場で意思決定を支援するツールになりますし、患
者さんと一緒に共有するツールとすることが、診
療ガイドラインの大きな目的です ( スライド
22)。
　診療ガイドラインは必要に応じて更新されます
から医療者が自分自身で全部の臨床研究を調べな

諸外国の PPI
　さて諸外国の PPI を少し紹介させていただきま
す ( スライド 21)。イギリスには NHS（National 
Health Service）という国営医療サービスがあ
ります。すべての医療が NHS で管理されます。
税金から成り立っているのでイギリスでは医療を
受ける時は、基本は無料です。その NHS 機関の
医療サービスの計画策定や変更に、患者・市民参
画が義務づけられています。これは 2001 年の
医療・ソーシャルケア法で決められました。イギ
リスでは以前「（受療の）待ち」が大変多くて、
なかなか医療を受けられないという状態が 80 年
代、90 年代と続いていました。その対策もあり、
患者や市民に NHS の検討会に入ってもらい一緒
に考えることになった経緯があるようです。
　診療所や病院などの医療機関において、地域住
民がその運営に参加するのですが、これによって
何が起こったかと申しますと、医療サービスに関
する患者さんの満足度が非常に上がったようで
す。つまり自分たちがこうあるべきだという医療
が、その地域で行われるようになった可能性があ
り、重要なことだと思います。
　イギリスではこうした地域医療の民間による運
営だけではなく、「INVOLVE」と言いまして、
医学研究における市民参画を推進する組織もあり
ます。

スライド 21　諸外国における PPI の状況
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くても診療ガイドラインを見ることで最新のエビ
デンスに基づいた治療法を確認・実践できるとい
う利便性を持っています。さらに社会全体として
最適な医療を提供するためのツールでもあり、全
体の均てん化を進め、医療の質を上げていくツー
ルになりうるものです。

実際の使われ方ですが、「きまり」ではないので、
医療者の方が自主的に参考にし、それを利用しま
す。利用するか・しないかは、もちろん患者さん
の状態によりますし、あとは医療機関や医療者の
判断です。診療ガイドラインは様々に作られてそ
れぞれの団体が公表しています。国際的には作成
方法の国際基準があるのですが、それに沿ったも
のとそうではないものもあります。日本医療機能
評価機構では国内の診療ガイドラインを選択し、
国際基準に照らし合わせて評価をしています。先
ほども申しあげましたように医療技術は進歩しま
すから、ガイドラインもどんどん更新をしていか
なければなりません。
　また、『糖尿病診療ガイドライン』ですと専門
家が読むものは非常に分厚いものです。もう少し
コンパクトなものがあるといいということから、
厚さ 1㎝弱の『糖尿病治療ガイド』が出版されて
いますが、それでも地域のかかりつけ医などには、
多すぎるということから、今度は 20 ページほど
のさらにコンパクトな『糖尿病のエッセンス』を
作成しています。診療ガイドラインは使う方に合

わせてより使いやすいものを使っていくことが大
事だと思いますが、そのように色々な形で使われ
始めている疾患もあります ( スライド 23)。

Minds の診療ガイドライン作成事業について
　日本医療機能評価機構の厚労省委託事業である
Minds 事業 (EBM 普及推進事業 ) では、診療ガ
イドラインの評価と選定をし、Minds ガイドラ
イン・ライブラリに、それらのガイドラインを掲
載しています ( スライド 24)。
　そして、「Minds が作成者向けに診療ガイドラ
インの作成支援を行う中で」、患者・市民に診療
ガイドラインの作成に参画していただきたいとい
うことで「Minds 患者・市民支援部会」が作ら
れました。私はそこの部会長をさせていただいて
いるのですが、京都大学の中山健夫先生を初め、

スライド 22　そもそも診療ガイドラインとは？ スライド 23　診療ガイドラインの使われ方

スライド 24　 日本医療機能評価機構 Minds（マインズ）事業
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山口育子（NPO 法人 COML）さんや患者会やア
カデミアの方々など、Minds 事務局と部会のみ
なさんで一緒に、どうすれば患者・市民の参画が
できるようになるか議論をしています ( スライド
25)。
　患者・市民参画と言っても、直接参加して診療
ガイドライン作成グループに入るのが理想ではあ
りますが、それは非常にハードルが高いです。そ
こで外部評価委員会等に参加するとか、あるいは
患者団体などからの意見聴取、あとはフォーカス
グループとかアンケート調査を行うなどの色々な
形があります。ただ、いちばん効果的なのは、患
者さん自身が方針決定の場に直接参加することだ
と考えています ( スライド 26)。
　患者・市民参画の意義ですが、患者さん自身で

も価値観はそれぞれ違いますし、非常に個別性が
強く、多様性が高いですから、患者さんに入って
いただき、自分の意見だけを言うのではなく、一
般化して意見を言っていただく。そういう参画を
お願いしたいということで進めています。たとえ
ば患者さんにとって重要なアウトカムは生存率な
のか、傷なのか、入院期間なのか、コストなのか、
望ましいアウトカムと望ましくないアウトカム、
たとえば副作用などですが、そういう益と害を患
者さんに判断してもらう場になります。エビデン
スで強い推奨があってもそれ以外の選択肢も考え
ることで、患者・市民の意見が、最終的にはガイ
ドラインの推奨文に影響することになります ( ス
ライド 27)。
　スライド 28 は、日本医療機能評価機構で作成
した『「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』からの引用です。これ
は単純化していますが、たとえば乳がん患者さん
の希望の分布を見ますと「生存重視」なのか「乳
房温存重視」なのか、非常に多様性があります。
　一方、たとえば虫垂炎の治療法のアウトカムも、
外科手術なのか抗菌薬治療か、それも再発率を重
視するのか、合併症を重視するのか、入院日数な
のか、手術の傷跡なのか、治療費なのかというあ
たりは、人によって変りますし、患者さんの意見
もバラバラです。そのあたりを医療者と患者さん

スライド 25　Minds の患者・市民支援

スライド 27　患者・市民参画の意義①スライド 26　 診療ガイドライン作成における患者・市民の
参画
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スライド 30　患者・市民の直接参画

スライド 28　患者・市民参画の意義②

スライド 29　どのように参画するのか

るのは最低 2 名です。1 人は研修などでトレー
ニングを受けられた方です。もう 1 人はその疾
患の経験者の方です。ご自身の体験の相対化と多
くの患者さんの立場を配慮した意見を望むという
ことで、非常に難しいです。また、作成グループ
の中の先生が主治医であったり、患者会の中で製
薬会社から資金提供を受けていたりすることもあ
り、そうしたいわゆる利益相反に関わることなど
についても留意することが必要としています ( ス
ライド 30)。

とで考えていけるのが、患
者・市民参画の意義になる
と考えます。
　具体的にどのように参画
するかです。スライド 29
が、診療ガイドラインの作
成プロセスです。やや細か
いのですが、作成方針を決
めてから最終的に公開する
までの間に色々な作業を
し、ステップを踏みますが、
とくに重要な疑問ポイン
ト、たとえば糖尿病でした
ら糖尿病腎症の方に血圧の
測定をするべきなのかとい
う疑問形に対し、エビデン
スをレビューし、最終的に
それは「行うべき」、ある
いは「行うべきではない」
という推奨を行い、「最終
化」して、広く公表します。
疑問文、推奨、提言に患者・
市民の価値観や意見が反映
されることは、非常に重要
だと思います。
　次に参加する方です。人
数は今 Minds で考えてい

15
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ケートをしたところ、19 の作成グループの方が
参画していますとのことでした。19 件の中で「作
成委員として参加」という直接参加は 9 件で全
体の 12％でした。決して高くはありません。「外
部評価委員として参加」もありで、「作成委員と
して参加」するのはこれからだと思います。スラ

イド 34 のデータにもあるように、今の段階では
なかなか、作成グループの中に患者・市民が直接
入ることができづらいようです。
　ただ、診療ガイドラインの作成グループの先生
がどう思われているかですが、「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

スライド 31　患者・市民の参加マニュアル／パンフレット

スライド 32　『一緒によりよい診療ガイドラインを作りましょう』

　Minds ではスライド 31
にあるようにマニュアルと
パンフレットを公開してい
ます。
　『一緒によりよい診療ガ
イドラインを作りましょ
う』というパンフレットを
作り、医療機関などさまざ
まなところに置かせていた
だいています（スライド
32）。
　実は国内では 2007 年
からこの取り組みを開始し
ていました。日本患者会情
報センター代表の栗山真理
子氏ほか、京大の中山先生
らが 2007 年から『診療
ガイドライン作成過程への
患者・支援者参画のための
ガイドライン』を作られて
います。12 年経ち、つい
先日（2019 年 9 月 30 日）
ようやく初めて、Minds
で患者・市民向けワーク
ショップ（研修会）の開催
にいたりました（スライド
33）。
　診療ガイドラインの患
者・市民参画の実態ですが、
やや古いデータですが 77
件の作成グループにアン
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アスのかからない人選が難しい」という課題もあ
り、そこは大きいと思います。以前、私が診療ガ
イドライン作成グループの先生方に講演させてい
ただいた際も、非常に前向きで、そういう参画を
得るべきだという意見が多くありました。患者さ
んの意見をほしいと思っても、どうしたらいいか
分からないという状況にあると考えています（ス

くるのか、患者さんには真ん中ぐらいに座ってい
ただくなど、話がしやすい雰囲気を作る議長の役
割が重要だと考えています。このマニュアルは改
訂されることになっていますのでさらに詳しく書
き込まれる予定です。
　現在ある「患者市民直接参加型診療ガイドライ

スライド 33　取り組みは 2007 年から

スライド 34　患者・市民参画の実態

がある。推奨の決定には患者が参加することは必
須と思われる」という意見や、「患者・市民の視
点を取り入れたガイドラインであるべき」という
考えもありました。「参加者の人選が重要。バイ

ライド 35）。
Minds ではガイドライ

ン作成者向けのマニュアル
を作っていますが、その中
で患者・市民参画の募集方
法や様々な役割なども示し
ています。スライド 36 に

「議長の役割」とあります
が、やはり患者・市民の方
がいきなり専門家の作成グ
ループの中にポッと入って
も、専門家の前ではなかな
か意見が言えないのは当然
だと思います。そういう時
に議長がいかに患者さんか
らうまく意見を引き出して

スライド 35　診療ガイドライン作成グループの意見

スライド 36　ガイドライン作成者向け
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スライド 37　患者参加型　診療ガイドライン例

スライド 39　患者・市民向け動画配信

スライド 38　 患者・市民向けワークショップ（研修会）
（2019 年 9 月 30 日開催）

半数強で、それ以外の方も
いらっしゃいました。内容
は、ガイドラインとは何か、
なぜ患者・市民の方が参画
することが必要なのか、を
初め、作成グループへの参
加シミュレーションも行い
ました。それから実際に参
加された方がどういう感じ
だったのかも知りたい点で
すので、体験者からのメッ
セージということで 2 人
からお話しいただきまし
た。参加者の方のアンケー

ト結果の満足度は高く、継続的にやってほしいと
いうご意見やガイドライン作成があったら参加し
たいという方も相当数いらっしゃいましたので、
こういうワークショップをもっと広く、人数を増
やしてやっていけたらいいと思います。ただ、
Minds は厚労省の委託を受けていて予算には限
りがありますから、何回も開催できるわけではな
いので、そういうこともこれからは考えていかな
ければいけないことだと思っています。
　動画配信も行い、ネット上で、作成に参加され
た山口育子さんに患者・市民参加についてお話し
いただいています（スライド 39）。

ン」は少ないのですが、その中でスライド 37 に
あげた 3 つを例として挙げさせていただきまし
た。公表されていますからお名前も出させていた
だいていますが、患者代表とか研究協力者、委員
として活躍されている方の参加となっています。
すでに医療について詳しい方ですから、これから
はいかに色々な方に参加してもらうかが課題です。
　先ほど申し上げましたとおり Minds では、先
月、患者・市民向けワークショップを開催しまし
た（スライド 38）。これは「Minds 診療ガイド
ライン作成参加ワークショップ」で 3 時間のコー
スです。初めてなので 20 名ほど募集しましたが、
あっと言う間に埋まったそうです。患者会の方が
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スライド 40　診療ガイドライン作成への患者・市民参画のプロセス（概念図）

患者・市民参画の診療ガイドライン作成のプロセ
スと課題

最後に診療ガイドライン作成参加へのプロセス
ということでまとめさせていただきます。今後も
Minds が患者・市民参画支援をし、教育研修を
行い、それを受けていただいた方をバンクという
形でネットワークを作る。そして、実際に診療ガ
イドライン作成団体から、こういう人に参加して
ほしいという要望があれば、Minds からこうい
う要望があるとネットワークの方にアナウンスす
る。今のところはこのような形が、いちばん実現
可能なやり方と思われます。結果として手を挙げ
られた方とガイドライン作成グループが、それぞ

スライド 41　診療ガイドライン作成における PPI の課題

れの要件を出して決めてい
くという流れを、Minds
事務局と部会で検討してい
るところです。将来的には
患者・市民の方がどういう
希望を持ち、どういう価値
観を持っているかというこ
とを、データベース化して
研究していく必要もあると
思っています。ガイドライ
ン作成グループの方から
は、早く参加できる方を紹
介してほしいという要望が
ありますので、研修等に参
加された方におうかがい
し、希望があれば参加していただくという流れが
今の時点では現実的と考えています。
　改めて、患者市民参画の効果は、スライド 40
にありますように「重要な患者視点の気付き」が
あり、「患者アウトカムの取り込み」もでき、「臨
床現場での活用拡大」がしっかりとできるような
診療ガイドラインの作成が可能になることです。

スライド 41 は、診療ガイドライン作成におけ

る PPI の課題です。まず、どのように募集するか
という点です。公募するのか、患者会の方にどの
ように声掛けするのかは決まっていません。マッ
チングですが、作成グループの方と手を挙げた方
たちとどのようにマッチングさせればいいのか、
課題があります。
　また作成グループの先生方も、統合失調症の診
療ガイドラインあるいは夜尿症など、患者市民が
参加しづらい可能性がある作成グループに対して
Minds として何ができるかも考えなければいけ
ない部分と思われます。
　さらに患者さんが実際に参加された時に、患者
の多様性に配慮した意見と言っても、それは非常
に難しいと思います。一般化した発言をこれから
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どのようにして、身につけていただけるのかも課
題です。作成グループの中で臆せず話をしてもら
うことも考えていかなければなりません。作成グ
ループの議長の役割が重要ですから、作成グルー
プへの研修や普及も進めていく必要があると思い
ます。また患者・市民の方にも「診療ガイドライ
ンとは？」から始めて、実際に作成に関わるまで
説明する普及活動も必要になってきています。

海外での取り組み
　スライド 42 は、海外の取り組みです。イギリ
ス の NICE(National Institute for Health and 
Care Excellence: 国立医療技術評価機構 ) です
が、NICE は費用対効果を含めて医療技術の評価
を行っています。医療技術を薬剤も含めて評価し
ますが、非常にたくさんのスタッフを抱えていて、
そこで診療ガイドラインを発行するに当たり患
者・市民が参加することが必要とマニュアルに書
いていますし、実際に患者・市民参画が行われて
います。参画があったガイドラインは、臨床の場
で非常に使いやすいと言われています。
　NICE のホームページなどを見ますと一般市民
の方を「Lay member」と言っています。素人
という意味なのですが、そのレイメンバーが非常
に大事にされています。レイメンバーという素人
が入るという感覚が重要だと思いました。大変、
人を大事にします。そういう感覚がこの NICE に
はあり、それがガイドラインを作り、そこに患者・

スライド 42　海外での取り組み　− NICE

市民の方が 2 名以上入られているという状況に
つながっていると思います。
　それから国際的には GIN(Guidelines Interna
tional Network) という診療ガイドライン普及
のための組織があります。ここに GIN　PUBLIC
という部門があり、患者・市民参画を推進してい
ます。患者・市民の方に実際にどのように診療ガ
イドライン作成に参画をしてもらうかについて世
界中の方との情報交換の場になりますし、ツール
キットも公開していますので参考になります（ス
ライド 43）。

患者・市民参画の今後

　駆け足でまいりましたが、医学研究といわゆる
医療政策、そして診療ガイドラインという様々な
場で、今後、患者・市民参画をどのように考えて
いくべきか、最後にお話をさせていだきたいと思
います。
　スライド 44 はイギリスの「Patient and Publ
ic Involvement Toolkit」からの引用です。患者・
市民にどのような人物像を期待しているかです
が、「自己管理ができる」とか、けっこうハード
ルが高くなっていますが、ここに 10 個もあり、
最後は「親しみやすい」というものになっていま
す。ハードルは高いですが捉え方によっては誰で
も参画できるということであり、多くの方にぜひ

スライド 43　患者・市民参画の国際ネットワーク
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スライド 45　患者・市民参画の課題スライド 44　 患者・市民参画で期待される人物像 Patient
and Public Involvement Toolkit より

参画していただきたいという意図があるのだと思
います。
　そのうえで、先ほど診療ガイドライン作成の場
合の患者・市民参画の課題について触れましたが、
医学研究や実際の診療の場も含めて、全体として
の医療への患者・市民参画の課題としては、スラ
イド 45 にある 4 つではないかと思っています。
1 つ目は「1. 患者・市民への情報提供・啓発／
支援」です。先ほど若尾センター長からもお話が
ありましたが、国立がん研究センターさんでは、
市民パネルが作られていてがん患者支援をされて
いるとうかがっています。患者・市民参画におい
ても、まずは患者・市民の方への情報提供が必要
で、こういうことが起こっているとか、ここで人
が必要とされているとか、そのためにこの情報を
見てください、困った時にはここに連絡をしてく
ださいという支援や受け皿がないと、なかなか普
通の方は参画できないと思います。情報提供をし
ていくことはこれから大きな課題になると思いま
すが、おそらく行政が主体となって担っていくべ
きではないかと私は考えています。
　これからも行政でしっかり考えてくださいとい
うことで「2. 行政、医療者の啓発／支援」です。
患者・市民参画について、医療者への支援も必要
と思います。そちらはおそらく医療の専門団体と
か学会などで担っていただくのがよいと思いま

す。
　その上で 3 番目ですが、参加意欲のある患者・
市民と参加してほしいと思っている医療関係者を
マッチングさせる点です。どのようにお互いの
ニーズをマッチングさせるかは難しいですが、こ
こがうまくいけば、適材適所で配置されるのだと
思っています。
　最後の 4 番目は「4. 研修会を通じた人材育成」
です。「NPO 法人ささえあい医療人権センター
COML」では「医療をささえる市民養成講座」
という研修会を開催しておられます。これはディ
ベートも入った充実した研修で、修了の判定もあ
るようで厳しいのですが、しっかり人材育成をさ
れています。こういう例も参考にしながら、
Minds のみならず行政あるいは医療従事者、ま
た専門学会などでも人材育成をやっていくのがよ
いと思います。

スライド 46 は「まとめ」です。今までお話し
させていただきましたように患者・市民と医療者
の間では、協働して、共に参画していく場が無数
にありますし、これからは患者・市民が色々な形
で「医療政策」「診療ガイドライン」「医学研究」「倫
理審査」「医療機関運営」など色々なところで医
療に関わっていく必要があると思います。それは
医療者だけではなく患者・市民も受け手でありな
がら、自分たちが社会保障を支えているのですか
ら、まさに自分たちの医療であり、自分たちのも
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スライド 46　まとめ　患者・市民参画とそれぞれの役割

のでもあるので、そういう社会資源を自分たちで
守るという意味からも、ぜひこうした参画の場が
これから増えるべきだと私は考えています。
　参画が得られますと、行政に患者さんの意見も
反映されますし、実際の医学研究の中に市民の視

点も入った医学研究が実行
できます。そうするとそれ
は最終的には患者・市民に
還元され、医療者に戻り、
結果としてよりよい医療に
つながるのだと考えます。
そのためには繰り返しにな
りますが、医療への患者・
市民参画のための医療情報
とか支援をしっかりと行政
がしていくこと、また医療
者と患者・市民の間でも医
療情報の提供をお互いに
やっていくことが必要にな

スライド 47　おわりに ると思います。今、まさにこれからわれわれで、
患者・市民、医療者、行政も含めてみんなでこの
ような活動を行うべきです。
　そういう意味からもやはり制度・環境の整備も
大事です。制度・環境の整備を進め、医療者と患
者・市民の協働のもとに、よりよい医療をめざす
ことが、まさにこれから進めなければいけないこ
とと考えます（スライド 47）。
　雑駁な話となってしまいましたが、ご清聴いた
だきましてありがとうございました。
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■  高 橋　 江 口 先 生、
大変ありがとうござい
ました。すばらしい学
びの機会になったと思
います。一言で「患者・
市民参画」と言いまし
ても、今のお話にあり
ましたように様々な場
面、文脈があるということをとても分かりやすく
教えていただきました。時間をたくさん残してく
ださいましたので、みなさまには色々と質問やコ
メントを考えていただきながらお聞きいただいた
と思いますが、どういうところからでもかまいま
せん。ご自由にお手をお挙げください。毎回 30
分、ほとんど質問が途切れず出されています。ど
うぞご遠慮なく。

標準治療と診療ガイドラインの関係に
ついて

■ 参加者 A　大変分かりやすい説明だったので、
色々なことが整理されて理解できました。ありが
とうございます。ひとつの質問が私の中ではっき
りしてきました。私は医療ジャーナリストとして
勉強をしているのですが、標準治療と言われてい
るものと診療ガイドラインというものが、どのよ

うな関係になっているのかが分からなくなりまし
た。色々な病気の治療に関して標準治療がありま
すが、それとこの診療ガイドラインは同じもので
はないのでしょうから、その関係はどうなので
しょうか。そのあたりを教えていただければと思
います。

■ 江口　医療者では
ないので私の知ってい
る限りのところでお話
ししますので、後ほど
医療者の先生方から補
足していただければと
思います。診療ガイド
ラインは、先ほど申し
あげたようにエビデンスに基づき、かつ医療者の
先生の経験に基づき、さらに患者さんの価値観に
基づいて作るものです。標準治療は、それが今の
治療の中では適切だと思われているということに
なります。診療ガイドラインによる治療は、スタ
ンダードではなく、それが最適医療だという意味
ですから、「標準」ということとは少し違うのか
もしれません。ただ、今は色々な情報がある中で
先生方もなかなか自分の治療法が決められない分
野もあります。

質疑応答
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■ 高橋　今日、とてもうれしいのは、国立がん
研究センターの診療の先生方をはじめ多くの医療
者にご参加いただいていることです。標準治療と
ガイドラインの関係について、これはけっこう難
しいと思いますが、先生方は、いかがでしょうか。
櫻井（則男）先生、お願いします。

■ 櫻井　東京臨海病
院で消化器内科をして
います。日常、抗がん
治療などに関わってい
ます。僕の理解として
は、標準治療は、がん
の種類やステージに
よって推奨される治療
方針のことで、抗がん治療や手術や放射線治療、
さらには抗がん治療に用いる抗がん剤の種類など
が記載されています。それに対して診療ガイドラ
インはもっと幅広い内容が含まれています。たと
えば検査はどのくらいの間隔でするのがいいのだ
ろうかとか、栄養療法はどうしようかなど、ケア
のことも含めて書かれているのが診療ガイドライ
ンだと思います。したがって標準治療は診療ガイ
ドラインの一部というように認識しています。

■ 高橋　よろしいでしょうか。その診療ガイド
ラインへの患者・市民参画が、どんどん進められ
つつあるのだと思います。他にはいかがでしょう
か。

グランドデザインができるのが理想だが
今はその前段階

■ 参加者 B　患者中心の医療を勉強している
NPO 法人の団体で活動しています。したがって
この PPI の問題は私たちの大きな関心事です。本
日は詳しくご紹介いただき全体像がよく分かりま

した。ありがとうございました。今後この PPI を
進めるうえで、最後のスライド 46（22 ページ
参照）でお示しいただいた行政から患者・市民の
方、さらに医療者や学会・製薬会社などの全体の
フレームワークの中で、結局は誰がリーダーシッ
プを取ってこれを進めるのかを教えていただきた
いのです。すでにそのリーダーシップを取る人が、
もう全体のグランドデザインを描いて取り組まれ
ているのか、あるいはもし取り組まれていないの
なら、今の先生のお立場からは誰に実際にはして
いただくのかということを教えていただきたいの
です。
　なぜそういうことを考えるかと申しますと、市
民参加でもありますが、結局、患者参加になり、
患者が中心になると思うのです。しかしたとえば
診療ガイドラインにしましても、臨床試験にしま
しても、様々なところで患者・市民の参画が求め
られていますが、そうなると患者団体としてはど
こにフォーカスして勉強すればいいのか、そこが
非常に困難なことなのでそう考えました。そうい
うグランドデザインの中で、研修プログラムもあ
り、各患者なり患者団体がそれぞれ適した役割で
参加し、的確に資源配分されるという体制が作ら
れないと、診療ガイドラインの患者・市民参画で
もまだ 20％しか参加されていないという実情が
ありますし、何か行き止ってしまうのではないか
という感じがお話をうかがっていてしました。今
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後の展望も含めてそのあたりをお教えいただけれ
ばありがたいと思います。よろしくお願いします。

■ 江口　ご質問をありがとうございます。まさ
に言われる通りだと思います。スライド 46 でご
覧いただいたように行政がそれをやるべきだとは
思っていますが、今の段階ではやはり行政だけで
はなく、専門の学会などにも担っていただきたい
と思います。どういう人に入ってもらえたらいい
のかということも含めて、実はどう進めたらいい
かは、よく分かっていないと思います。したがっ
て 1 つの組織だけで全部やろうとするとおそら
く厳しいと思います。少なくとも医療政策に関す
る行政の審議会に入っていただける人ということ
になれば、おそらくその部分は行政でやられるの
だろうとは思います。ただ、医療分野の「医学研
究」とか、「診療ガイドライン」や「倫理審査委
員会」については、医療関係者が中心になること
が必要だと思います。たとえば、何が大事なのか
は、診療ガイドラインの疾患によっても求めるも
のは変わってきますから、そういうものを総括し
て、どういう人材を育てればいいのかということ
も含めて検討していかなければいけないと思いま
す。実はまだ本当に始まったばかりでこれからと
いう段階ではありますので、ぜひ今日のようなこ
ういう会をきっかけにそういう組織が必要だと
言っていただけたらと思います。色々な組織での
可能性も考えながら、最終的には行政がしっかり
と組織を作るというのが理想だとは考えていま
す。

■ 高橋　先生ありがとうございます。やはり参
画の目的や文脈や色々あるので、それを全部ひと
まとめにできるようなグランドデザインというの
は、たしかになかなか難しいと思います。まだま
だ日本では始まったばかりと言いますか、現在進
行形の黎明期なのかもしれませんが、たとえばイ

ギリスの場合には、様々な文脈をとりまとめての
全体的な総括を NICE がやっているのでしょう
か。

■ 江口　私が理解している範囲では、NICE は
NHS の中の一部ではありますが、独立した組織
です。診療ガイドラインなど医療技術評価をやっ
ているところで、その中に患者・市民の参画を得
ています。NHS は医療機関の運営に関して患者・
市民の参画を義務付け、NICE は臨床の側で患者・
市民参画を得ているので、実はそれぞれは分断さ
れています。本来は 1 つが好ましいのかもしれ
ませんが、今の段階ではそういう状態だと思いま
す。

■ 高橋　そうしますと患者会とか、色々なお立
場の方が勉強しようと思った時に、先ほどのご質
問にもあったように、まずはここからということ
もそう簡単には言えないですね。そうなるとまず
はここを勉強しようといったスタンスでも、ずれ
てはいないでしょうか。

■ 江口　そうですね、この審議会に入るからこ
の勉強をしましょうねということです。

■ 高橋　なるほど…。

■ 江口　本来は先ほどお見せしたようなバンク
というプールが作られて、こういう研修を受けた
方はこの方々という、そういう大きなバンクがで
き、そこの方々に色々な地方行政なら地方行政が
投げて、こういう要望が来ていますよということ
を共有し、その中で手挙げをしていただくという
のが、ある意味では効率的かもしれませんが、今
の段階ではそういうネットワークはない状況で
す。
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■ 高橋　これからそういう仕組み作りですね。

■ 江口　はい。

■ 高橋　ありがとうございます。とても大事な
ご質問でした。他にはいかがですか。

ピアサポートや地域包括ケアシステムの
中でも考えられる

■ 参加者 C　私はライターをやっていてがんサ
バイバーです。当事者発信ということでお聞きし
ます。今日は PPI に関心を持つ医療者の方がおら
れますので、お聞きしたいのですが、たとえば診
療ガイドラインの作成に患者・市民参画を願うと
いうのは一例だと思いますが、それ以外に、医療
者が考える、当事者である患者あるいは以前患者
だった人に参加してほしい、協働したいというよ
うなジャンルが他にあるのかを知りたいと思いま
した。ひとつは、医療情報の発信の問題があり、
以前患者だった当事者としては、よかったことも
苦しかったことも含めて自分の経験をむだにはし
たくないという思いがやはりあります。これから
同じ道を歩むかもしれない人に対して、正しく効
率のいいことをしてほしい、あまり馬鹿なことは
してほしくないということも含めて、今流行って
いるブログや SNS で発信をされている方もい
らっしゃり、そこですでに当事者としての思いと
言いますか使命は一定程度果たされていると言え
ます。そうなるとたとえばここのマッチングバン
クに、高い壁を登ってまでも登録しようという意
欲はなかなか出ないかもしれません。ただそうは
言ってもこころざし的には、そういう思いを持つ
人も少なくないので、診療ガイドライン作成委員
会でなくてもわれわれ当事者がお役に立てる場は
こういうところにあります、こういうところでほ
しいのですといったご意見を、もしあればお聞き

したいと思います。

■ 高橋　若尾先生いいですか。

■ 若尾　ちょっと PPI とは違うかもしれないの
ですが、私は今日お話
を聞いていて近いなと
思ったのは、ピアサ
ポートです。ピアサ
ポーターとして色々な
施設、あるいは地域の
サロンなどの中に入
り、患者さんに対して
ご自分の体験を語っていただくということで、医
療者ができないところで支えていただくもので、
これは医療の一角だと思います。また、文科省が
外部講師を活用するということで 2020 年 4 月
からがん教育が始まります。そういう中で外部講
師に体験談を話していただき、命と健康の大切さ
を伝えることは、学校の先生もできないし、医療
者もできないことなので、やはりそこは患者さん
や経験者、サバイバーの方の非常に大事な役割か
なと思います。
　やはりそこでも出てくるのはこのマッチングで
あり、自分を一般化してお話ができるというスキ
ルなどが重要で、求められるスキルと課題は、ど
こでも同じなのではないかと思います。それにプ
ラスアルファして、たとえば臨床試験であれば臨
床試験のことを知っている、診療ガイドラインで
あれば診療ガイドラインの役割などを知ってい
る、政策であれば政策の作り方を知っている、ピ
アサポーターであれば今の医療の仕組みを知って
いる、というようなことが必要だと思います。ベー
スラインがあって、それに専門医制度ではないで
すが 2 階建てになっていると言えます。本当に
基本的なところで、ご自身の話し方や表現の仕方
とか、人の話を聞くというものがあって、その上
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で、それぞれの専門の領域について勉強し知識や
スキルを身につけるといった形で、よりその場で
活躍ができるのかなということを、お話をうか
がっていて感じたところです。

■ 高橋　ありがとうございます。それでは櫻井
先生お願いします。

■ 櫻井　ちょっと思うのは患者さんという当事
者を通してという意味では、大きな関りと身近な
関りがあるのかなと思いました。Minds などで
関わる大きな関りもあるのかもしれませんが、地
域包括ケアシステムの中で身近に関わるという関
わり方があってもいいのかなと思います。個人的
には 10 年ほど前からがん治療に関わるすべての
医師が基本的な緩和ケアについて学ぶという研修
会が色々なところで行われ、その立ち上げなどに
も関わった経験があります。そのための教材作り
などもしました。最初のころはどちらかと言えば
若手、あるいは経験者に色々なことで情報共有し、
教育をするという感じだったのですが、研修の内
容が何年か前から変わってきて、がん当事者の意
見を聞きましょうというようになってきました。
研修プログラムの中に患者さんが出てきて色々な
発言をしてくださるのです。そうしたところを間
近に見て、ああこういうように思っていたのだと
いう学びを得ることができています。さらに僕た
ちはウチの病院の緩和ケア研修会に患者さんだっ
た地域の方をお呼びして、若い医者がやるグルー
プワークやシミュレーションみたいなことを見て
もらっています。逆に医者はこんなに大変なのか
とか、迷いながらやっているのだというところを
見ていただいたりしています。そこで思うのは地
域包括ケアシステムの中に病院が、病院ではない
役割をもう少しできたらいいのかなと思っていま
す。垣根のない、患者さんとの寄り合いのような
ものをつくる、そういうシステムと言いますか企

画ができていくといいかなと思いました。

■ 高橋　ありがとうございました。

今後のワークショップ開催をめざして

■ 参加者 D　共同通信のものです。スライド
30（15 ページ参照）にある、最低 2 名のトレー
ニング受講者と疾患の経験者ということですが、
このトレーニングというのはすでに存在している
のですか。ハードルは高いかもしれませんが、ぜ
ひ自分も参加してみたいという方がいらっしゃれ
ば、そういうトレーニングができる機会が開かれ
ているといいと思い、おたずねしました。

■ 江口　ありがとうございます。すみません説
明不足でした。このトレーニングが先ほど申しあ
げた Minds 主催のワークショップです。

■ 参加者 D　初めて開かれたという…。

■ 江口　はい。おそらくワークショップは、最
初のステップなので、それにプラスしてやらなけ
れば足りないと思います。Minds では、まずは
1 回やってみて、どういう参加者の方が集まり、
どういうニーズがあるかということを調べるため
のワークショップでしたので、これからまさに進
めていくところです。

■ 高橋　そうしましたら先ほどのお話にあった
診療ガイドライン作成ワークショップが第 1 回
だったのですね。どのように広報をなさったので
しょう。たぶん今日のお話をうかがって研修を受
けてみたいと思われる方もたくさんおられると思
うのですが。

■ 江口　最初でしたから色々な方にご参加いた
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だくよりは、やはり患者会の方を中心に広報しま
した。患者会のご意見を中心に聞く方がまずはい
いかなということで、基本的には患者会の方を経
由してお願いしたのですが、あっという間に 20
人応募いただきました。Minds の方に確認しな
いと分かりませんが、ホームページ上で公募する
のか、まだそこは決っていないのですが、いずれ
にせよ私どもでも本日そういうご意見をいただき
ましたので、ホームページ上などでしっかりとし
たアナウンスをしていくことが大事だと思ってい
ます。

■ 高橋　第 2 回以降もありそうですか。

■ 江口　もちろんですが、ただ予算の問題はあ
るのかもしれません。

ピアサポーターとしてフレッシュな思い
を伝えたい

■ 参加者 E　どうもありがとうございました。
先ほど患者パネルというお話がありましたが、私
は現役の患者パネルの 4 年生です。実は私自身
サバイバーで 1992 年に脳腫瘍をやり、2010 年
に乳がんということで 2 回のがん体験がありま
す。こちらに期待される人物像というスライドを
見た時に、患者ならできるかなと思いました。ま
た NICE では Lay メンバーを大事にされている
というお話をうかがい、非常に共感しました。実
際に私自身もピアサポートをしていまして、そこ
でこの国立がん研究センターの患者パネルを知っ
て応募しました。その内にだんだんと考え方が、
医療者の視点が理解できるようになってしまい、
そこはとてもまずいなと思っています。逆に言い
ますとピアサポートはずっと続けたいと思ってい
ます。余裕どころではない、自分が何を話してい
るかも分からないような方々にピアサポートに来

ていただいています。そういう場に自分が今いら
れることが非常にいいと思っています。その気持
ちをフレッシュなまま届けたいと思っています。
本日のお話を聞いていて強く思ったのは、結局、
困っているから支援がほしいのであって、周りで
こういう目的があるから行くという以前の問題だ
と思いました。そういう困っているところに役
立っているのがピアサポートのいい意味の役目だ
と思っています。
　もっと言ってしまうと私自身が希少がんでし
た。また就労支援などもテーマに出ていますが個
人営業なので、事業所に行くこともありますが就
労問題も個人的影響なので、自分であたふたして
やらなければなりません。希少がんですと、変な
言い方ですが、自分も罹っているのですが乳がん
はいいなと思うこともあります。乳がんの方は周
りにお友だちがたくさんいるということもありま
す。そういう孤立感のようなものを持っている患
者さんたちの意見をうまく吸い取るようなシステ
ムというものも考えていただけたらと思います。
期待される人物像は非常によく分かりますが…。

■ 高橋　フレッシュな気持ちの声を届けるとい
うのは、非常に重要ですね。どんどん練れてくれ
ばくるほど逆に難しくなる場面もあるかもしれな
いということですね。
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■ 参加者 E　ですからサポーターとしては本当
に初心に帰ろうということでやってはいます。

■ 江口　ぜひそういうフレッシュな感覚で参加
していただけるような場を、これから作っていけ
ればいいと思いますが、先ほどのご質問にもあり
ますようになかなかグランドデザインと言います
か、そういう大きな礎がない中で、今はあちこち
やっているということですから、何とかこの事態
を少し整理して、しっかりと患者さんの、希少が
ん患者さんも含めて色々ながんの方の意見をうま
く聞き取れるような仕組みを先生方と一緒に考え
られたらいいなと思います。

■ 高橋　ありがとうございます。それでは最後
のご質問をどうぞ。

参画が個人的なメリットになることは少
ないが将来的な医学の向上には重要

■ 参加者 F　私は柏からまいりました。3 年前
に膵臓がんになり、全摘をして今は治療中です。
勉強不足で PPI という言葉は今日初めて聞きまし
た。途中まで何の話か分からなかったのですが、
30 分後にこういうことが PPI なのかと理解でき
ました。なぜ私は今日、ここにいるのかと思いな
がら聞いていました。今、私が困っていることは、
膵臓全摘の状態ですから糖尿病だということで
す。本日のお話を聞いて客観的には参画というこ
とは分かるのですが、私にとってのメリットとし
ては、何かこれから糖尿病の治療法ができてくる
とかそういうことしか考えにくいのです。私のよ
うな人がその参画した人の中にいるのかなと思い
ながら聞いていました。

■ 江口　ご質問をありがとうございます。やは
りしっかりと参画していただくことが医学研究

や、今これから作られていく研究にいい影響を与
え、遠回りではありますが最終的に患者さんのメ
リットになるということです。今すぐにこの参画
によって何かが変わるというわけではないのです
が、医学に関しては少なくとも患者さんの意見を
反映することで将来的な医学の向上につながると
いうように私は考えています。今お抱えの疾患に
関して PPI が直接関係することはないかもしれま
せんが、行政の方の医療政策の方でしたら、少な
くともこういう仕組みをつくるべきだとか、こう
いう支援の会を作るべきだという、医学ではなく
そういう政策面に関しては、インプットが比較的
やりやすく、かつフィードバックも早くできるか
と思いますので、せっかく聞いていただいたので
ぜひ何か活用していただければと思います。

■ 高橋　参加された方の、意見が反映されるま
での時間は、色々な文脈によって違いはあるかと
思いますが、政策への反映は、たしかに比較的短
いかもしれません。
　ご質問ありがとうございました。
　ちょうど時間になりましたが、今日もたくさん
のご質問をいただきましてありがとうございまし
た。オープンセミナーはいつもそうなのですが、
かなりホットな、と言いますか新しい話題を採り
あげますので、現在進行形で、今色々なことがこ
れから始まるぞという内容をお伝えしています。
2017 年開催のがんリハの時もそうでした（第 9
回オープンセミナー：知っておきたい！がんリハ
ビリテーション）。そういうテーマを採りあげま
すので、こうして色々なお立場から意見をいただ
くことで、それがまた中枢の方に色々と跳ね返っ
ていくと思います。今日もご参加いただき、大変
ありがとうございました。先生最後に一言お願い
いたします。

■ 江口　ありがとうございます。PPI という言
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葉がこれからどんどん広がって、色々な患者・市
民の方がその言葉を聞いて、こういう関わり方が
あるのだ、みんなでこういうところに集まれば共
有できるのだということが、もっと広がればいい
と考えています。みなさま方にも引き続きご協力
をお願いします。今日は大変ありがとうございま
した。＜拍手＞

■ 高橋　みなさまありがとうございました。次
回は 2020 年 1 月 15 日に今度はサバイバーシッ
プ全般のお話になります。スピーカーは私ですが、
がんサバイバーシップの来し方行く末についてお
話をさせていただく予定です。今日もありがとう
ございました。

「「第第1188回回オオーーププンンセセミミナナーー」」アアンンケケーートト集集計計                                                          参加者　115名
令令和和元元年年1100月月2288日日（（月月））実実施施                                                                                            回答者    89名（回答率　77.4％）

受受付付登登録録者者115588名名    おお立立場場（（複複数数回回答答））

アアンンケケーートト集集計計

参参加加者者のの感感想想（（自自由由記記述述））
原文ママ

枠組みがとてもよくわかりました。どなたかのご質問にあったように、どう動くかということがとても大切なのだと思います。
国立がん研究センター中央病院のような大病院で、このようなセミナーが開催されたことは行政にも大きく影響があるので
はないでしょうか。医療機関・行政・患者偏りのない支えあいが重要と思います。
患者の声が求められているとハッキリ聞けて、将来が楽しみになりました。
活発な質疑応答が良かったです。
仕事が忙しくなかなか参加できないのですがいつも大変勉強になる勉強会の1つです。"がん"についてのセミナーは数多く
ありますが国がんだからこその信頼性はとても厚いです。患者中心の医療は現場でも感じていましたが、ガイドラインの作
成まで広がる方向にむかっているのに驚きました。今は医療現場を離れていますが、また戻ってみたいなとも思いました。
さすがにがんセンターの企画だと思いました。自分には少し遠い話でしたが、よい方向へいくことを期待したくなる内容でし
た。
取り組みを知ることができ、勉強になりました。質問に答えるDrがやさしそうで、こうした会の交わりの良さ、意義を感じまし
た。この場自体が交わりの場にもなっており、良かったです。
わかりやすい内容で、またテーマ（PPI）が興味深いものでしたので、参加してよかったです。わたしもぜひPPIに関わり、何
かに参加したいと思います。
本日の質問にもありましたが、患者会に参加できない心身の状況でいる人こそ、解決できないことがあり、悩みが多くあるこ
とを知ってほしいです。
患者参画に関しては、なかなか幅が広がらないイメージがあり、（例えばある1人がどこにでも起用されているなど）これか
ら、こういったPPIの動きがあることへの周知がまずははじまりだなと思いました。
患者・市民参画という概念について学びました。より良い医療環境が整う事を祈ります。
重要なテーマ。意外と仕組みが整っていないことに気付きました。江口様が予算不足を心配しておられましたが、今後も当
プロジェクトが続けばいいなと思いました。高橋先生が話をうまく取り回し、専門家との通訳（和文和訳）を務めたことで理解
が進みました。ありがとうございます。
ななどど

開開催催にに関関すするる希希望望（（自自由由記記述述））
原文ママ

最後に高橋先生がおっしゃっていたとおり、毎回「ホットな」テーマがとり上げられ、勉強になります。ディスカッション含め、と
ても有意義に感じています。今後とも先端の話題をよろしくお願いいたします。
NCCのメールで開催予定を知ることが多いです。お知らせの継続をお願いします。
サバイバーシップに興味があります。患者として何ができるか考えてみたいです。
ななどど

41.1% 20.5%
1.1%
5.8% 9.5% 11.6% 10.5%

患者・家族 医療者 行政関係者 メディア関係者 企業関係者 NCC関係者 その他

30.3% 68.5%

1.1%性性別別 男性 女性 未回答

2.2%
14.6% 22.5% 36.0% 19.1%

4.5% 1.1%年年齢齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上 未回答

58.4% 27.0%
0.0% 0.0%

14.6%
オオーーププンンセセミミナナーーのの感感想想 とても良かった やや良かった あまり良くなかった 全然良くなかった 無回答
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おお立立場場（（複複数数回回答答））
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24.7%

研究班からのメール

友人の紹介

Facebook,Twitter

その他

カカフフェェをを知知っったた経経由由（（複複数数回回答答））
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受受付付登登録録者者115588名名    おお立立場場（（複複数数回回答答））

アアンンケケーートト集集計計

参参加加者者のの感感想想（（自自由由記記述述））
原文ママ

枠組みがとてもよくわかりました。どなたかのご質問にあったように、どう動くかということがとても大切なのだと思います。
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患者の声が求められているとハッキリ聞けて、将来が楽しみになりました。
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仕事が忙しくなかなか参加できないのですがいつも大変勉強になる勉強会の1つです。"がん"についてのセミナーは数多く
ありますが国がんだからこその信頼性はとても厚いです。患者中心の医療は現場でも感じていましたが、ガイドラインの作
成まで広がる方向にむかっているのに驚きました。今は医療現場を離れていますが、また戻ってみたいなとも思いました。
さすがにがんセンターの企画だと思いました。自分には少し遠い話でしたが、よい方向へいくことを期待したくなる内容でし
た。
取り組みを知ることができ、勉強になりました。質問に答えるDrがやさしそうで、こうした会の交わりの良さ、意義を感じまし
た。この場自体が交わりの場にもなっており、良かったです。
わかりやすい内容で、またテーマ（PPI）が興味深いものでしたので、参加してよかったです。わたしもぜひPPIに関わり、何
かに参加したいと思います。
本日の質問にもありましたが、患者会に参加できない心身の状況でいる人こそ、解決できないことがあり、悩みが多くあるこ
とを知ってほしいです。
患者参画に関しては、なかなか幅が広がらないイメージがあり、（例えばある1人がどこにでも起用されているなど）これか
ら、こういったPPIの動きがあることへの周知がまずははじまりだなと思いました。
患者・市民参画という概念について学びました。より良い医療環境が整う事を祈ります。
重要なテーマ。意外と仕組みが整っていないことに気付きました。江口様が予算不足を心配しておられましたが、今後も当
プロジェクトが続けばいいなと思いました。高橋先生が話をうまく取り回し、専門家との通訳（和文和訳）を務めたことで理解
が進みました。ありがとうございます。
ななどど

開開催催にに関関すするる希希望望（（自自由由記記述述））
原文ママ

最後に高橋先生がおっしゃっていたとおり、毎回「ホットな」テーマがとり上げられ、勉強になります。ディスカッション含め、と
ても有意義に感じています。今後とも先端の話題をよろしくお願いいたします。
NCCのメールで開催予定を知ることが多いです。お知らせの継続をお願いします。
サバイバーシップに興味があります。患者として何ができるか考えてみたいです。
ななどど
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