
．はじめに

医療サービスでは，需要者である患者と供給者である医療者や病院とのあいだに情報の非

対称性があり，それに起因するモラル・ハザードをいかに解決するかは，政策の大きな課題

である．その方策としては インフォームド・コンセント や 医療カルテの患者への公

開 による医療者側からの情報提供， 第三者機関による病院評価 病院の広告規制の緩

和 などが考えられている（小塩 ，岩田・飯田 ）．本稿は，こ

のうち 第三者機関による病院評価 を対象とし，なかでも患者参加の促進という部分に焦

点をあてる．そして，患者参加を実効性を高めるには，患者と医療者とのあいだに，患者会

に代表されるセルフヘルプグループ（以下 ））を組み込む必要がある，ということを

主張しようとするものである．患者参加に関しては疾病別の ，患者図書館が知られて

いるが，医師の への関心は全体として高くない（山内 ）．医師の へ

の関心を高め，それを一過性のものではなく継続的なものにするにはどのようにすればよい

か．この点で，ドイツ・ハンブルクで 年から 年におこなわれた セルフヘルプにやさ

しい病院 （ ）という病院評価モデルプロジェクトは一

考に値する．その成果は，ドイツの代表的な病院評価の第三者機関である有限会社 医療制

度における透明性と質のための協力 の自己評価調査票のなかに活用されることになってお

り（ ），わが国の代表的な第三者評価機関である 日本医療機能評価機構
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）なお患者会や家族会は患者や家族という立場に注目した概念であり， は 自分を助け， 仲間
を助け， 仲間同士になろうとする 働きに注目した概念である（岩田 ）．



にとっても，有益な示唆となるだろう．

．医療情報の非対称性と患者の視点

医療分野にかかわって情報の非対称性は，患者と医療者のあいだだけでなく，被保険者と

医療保険とのあいだにも存在するが，本稿が対象とするのは前者である．医療者と患者のあ

いだには病気や治療方法に関して大きな情報の格差が存在し，それゆえ患者は医療者の提供

する医療サービスの必要性を判断できず，そのことが医療者に患者に対して必要以上のサー

ビスを提供させる誘因となる．こうした現象は，医師誘発需要と呼ばれ，医師側の典型的な

モラル・ハザード行動として知られている ）．このような情報の非対称性を前提とすると

き，本稿で主題にしようとする患者参加にはいったいどのような役割が与えられるのだろう

か．単純に考えれば，患者は何も知らないのだから医療者の指示にただ従えばよいのであっ

て，患者の参加自体に特別に積極的な意義は認められないように思える．しかしながら，こ

のとき患者と医療者のもつ全体的な医療情報のストックの議論と，臨床の場での医療情報の

適用の議論は区別する必要がある．全体の医療情報のストックで見れば，たしかに医師は患

者よりもはるかに多くの医療情報を有しており，この格差をどのようにして小さくするかは

大切な課題となるが，それが完全になくなるということはない．ところが特定の患者に関し

て，医師が自らの保有している医療情報のうち，どれをどのように適用するかという議論に

なると話は変わってくる．仮に医師が患者とのコミュニケーションなしに医学的な検査だけ

で正しい診断ができるというのであれば，患者は医師の指示に従いさえすればよい．しか

し，事実はそうではない。池上直己は 試験（ 無作為化比較対照試験 筆者）から得ら

れた結果を，眼前の患者に当てはめる場合には，臨床医としての経験と勘が依然として大き

な要素を占めてい （池上 ）ること， 医療サービスとして適切な範囲は基本的には

患者の特性（年齢や病歴など 筆者）によって決ま （池上 ）ることを指摘してい

る．この認識を医療行為に活かそうとするなら、そこにおいて 患者が医療者に対して，自

らの受ける医療サービスについて質問し，自らの気持ちや状態を伝え，医療者がそれを真摯

に受け止める というコミュニケーションと，それにもとづいた患者参加は欠かせないこと

がわかる．なぜなら医師が診断の材料を集めるためには患者の話を聞く必要があり，また医

療サービスの適切な範囲が患者の特性によって異なるのであれば，患者とのコミュニケー

ションはより一層重要な要素となるからである．

ここで言葉について注釈を加えておこう．本稿ではコミュニケーションという言葉を，患

者と医療者とのあいだの対面的なやりとりの現場に限定して使う．患者参加という言葉は，

そうしたコミュニケーションのほかに，その結果として明らかになった諸問題を，患者とと

もに解決しようとする制度的な対応（たとえば投書箱の設置，患者の声の窓口の設置，医療

者のケース検討会への患者の参加）も含む．つまり本稿では，患者参加という言葉はコミュ

ニケーションを内包する，より広い概念であり，それゆえ本稿では患者参加という言葉を主
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）ただし医師誘発需要の存在は実証的には確かめられていない（小塩 ， ）．
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として用いることにする．ただし，対面的なやりとりにとくに焦点を当てたい場合には，コ

ミュニケーションという言葉も使う．

話を戻せば，先に 臨床医としての経験や勘 が大きな要素を占めると述べたが，こうし

た要素は医師が医療行為を仕事として毎日おこなうなかで蓄積されていく．そうであれば医

師の診断能力の向上によって，医療プロセスへの患者参加の重要性は減っていくことにはな

らないだろうか．これもそうではない．なぜならそこには医師と患者のあいだで明確な立場

の違いがあるからである．

医師にとっては，投薬や注射は日常のことである．しかし，患者さんにとっては，そ

れは自分の生命を左右するかもしれない一大事である．そこには明らかな大きな 立

場 の違いがある．この立場の違いが場合によっては，医療関係者に発見できない医療

上の過誤を発見させるかもしれない．（開原 ）

したがって患者参加は，医師がいかに経験を積んだとしても欠くことのできない要素とな

る．医師を始めとした医療者において必要とされるのは，医療の知識や技術はもとより，患

者の意思を尊重し，彼らの疑問に真摯に対応したうえで，医療情報をわかりやすい言葉で伝

えるというコミュニケーション力である．一方患者において必要とされるのは，自らの状態

や疑問を医療者に伝え，有用な医療情報を引き出すためのコミュニケーション力である．こ

のとき医療者の話している内容が理解できなければコミュニケーションは成立しないから，

患者は少なくとも，医療者がわかりやすく説明した場合にそれを理解できるくらいには医療

に関する知識をもっていなければならない．それでは患者や医療者がそのような力や知識を

身につけるにはどのような方法が考えられるだろうか．

．患者参加と病院の第三者評価

コミュニケーション力や医療に関する知識の習得のための具体的な方法として，わが国で

は 法人ささえあい医療人権センター （コムル）の，架空の患者を設定して，

医学生や研修医などと模擬診察をおこない，問診中に患者として気づいたことを伝える

（ 模擬患者） という活動や，患者・家族・医療者などの参加者

がグループに分かれて話し合い，お互いに知恵を出し合う 患者塾 という活動が知られて

いる（辻本 辻本 ）．しかし本稿が対象とするのは，第三者評価をす

ることで，医療者や病院に対して患者参加への取り組みを促そうとする試みであり，それは

日本医療機能評価機構の病院機能評価事業に見ることができる．

日本医療機能評価機構は， 年に厚生省，日本医師会，病院団体，保険者の支援によっ

て設立され， 年から評価事業を開始している． 年からはわが国でも 日本医療機能評

価機構等の第三者評価の認定施設であることが，診療報酬上の施設基準の要件のひとつとし

て取り入れられ （伊藤 ）， 年 月 日現在で全国 病院のうち が同機構

からの認定を受けている（ ）．機構の事業



の つとして病院機能評価事業があり，その調査の枠組みは，書面審査と訪問審査に大別さ

れる．書面調査はさらに 病院機能の現況調査 と 自己評価調査 に分けられ，そこで得

られた書面審査の分析結果にもとづいて，複数のサーベイヤーによる訪問審査がおこなわれ

る．その場合の評価項目は，書面審査の自己評価で用いられる自己評価調査票の評価項目と

同一のものになっている．そして訪問審査の評価調査者チームが審査結果を機構の評価委員

会に提出し，そこにおいて審査の妥当性が認められれば認定証が発行される（菅原

）．

第三者評価を通した患者参加促進の取り組みは，自己評価調査で使用される自己評価調査

票の評価項目に反映されている．自己評価調査票の構成は，評価が つの対象領域に分か

れ，それぞれの領域ごとに 大項目・中項目・小項目の 段階の階層構造をもって （菅原

）おり，そのうち中項目が直接の評価の対象となる（日本医療機能評価機構 ）．

書面審査 自己評価調査票（総合版評価項目 ） から，患者参加と関連の深い評価

項目のある領域を挙げれば 患者の権利と安全確保の体制 療養環境と患者サー

ビス 医療の質と安全のためのケアプロセス 精神科に特有な病院機能

療養病床に特有な病院機能 となる ）．具体的には，たとえば 患者の権利と安全確保

の体制 という領域のなかに 患者 医療者のパートナーシップ という ケタ数字

の大項目 ），その下に 患者 医療者のパートナーシップを強化する体制がある

という ケタ数字の中項目，さらにその下に 患者 医療者のパートナーシップ

を強化する方針が明確である という ケタ数字の小項目がある．直接の評価対象である中

項目は 段階で評価され，その際小項目での要件が考慮されることになる．たとえば小項目

には 例 抗がん剤投与の際の病状の変化について患者から医療者に知らせ

る，薬剤投与の際は患者も自分の名前を確認する，患者が医療に参加するための患者向けの

教育，患者も参加するカンファレンスを開催する，患者のための図書館，説明を受けた上で

自己決定できるための支援など （日本医療機能評価機構 ）という注記があり，こ

れらの要件を他の要件と総合的に判断して中項目の 段階評価がおこなわれるのである．自

己評価調査票のなかから患者参加ととくに関係の深い評価項目を挙げれば，表 のようであ

る．

このように患者と医療者のコミュニケーション・患者参加は，日本医療機能評価機構の第

三者評価においても重要な項目として位置づけられている．われわれは，この調査票から，

患者や医療者のコミュニケーション力の育成のために，また患者の医療知識の習得のため

に，どういった点に留意すればよいのかについて示唆を得ることができる．たとえば医療者

のコミュニケーション力に関しては，表 の大項目 接遇と案内 のなかの

接遇教育が行われている という小項目が，具体的な留意点として 接遇の向上を検討す

る委員会があり，担当者が配置されている， 全職員を対象とした接遇教育が行われ記録さ
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） 年 月 日から申込が開始された新しい 病院機能評価 統合版評価項目 では 診
療への患者参加を促進する仕組みがある という項目が新設されているが，そこでも患者会や に関
する直接的な指摘はない（日本医療機能評価機構 ）．
）この場合のパートナーシップとは 患者の主体的な参加のために，患者・家族と医療者が協同する仕組
み （日本医療機能評価機構 ）のことである．
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れている を掲げており，患者教育に関しては，先の のほかに， 患

者に対して，服薬に関する説明や教育を行っている 患者に対して，輸血に関す

る説明が行われ，同意が得られている などの小項目がある．

表 自己評価調査票で患者参加と関係の深い評価項目

大項目 中項目 小項目 評価項目

患者の権利と医療者の倫理

患者 医療者のパートナーシップ

説明と同意

安全確保のための活動が行われている

接遇と案内

相談機能

患者・家族の意見の尊重

当該病棟で倫理的に問題となりやすい事柄を認識し，対策を講じて

いる

患者が自分の受けている治療・ケアについて疑問を持っていると

きに話し合う方法，仕組みについても確認する

計画は患者の十分な参加の上で作成されている

計画の見直しが適切に行われている

患者や家族に説明を行い，納得・同意を得ている

患者への心理的支援を行っている

患者への社会的支援を行っている

患者に対して，服薬に関する説明や教育を行っている

患者に対して，輸血に関する説明が行われ，同意が得られている

手術・麻酔について十分な説明がなされ，同意が得られている

リハビリテーションの内容について十分な説明がなされ，同意が得

られている

身体抑制を実施する際は，十分な説明がなされ，同意が得られている

退院についての説明が適切に行われ，同意が得られている

閉鎖病棟に入院する場合の説明が適切に行われている

精神障害者の権利擁護が適切に行われている

退院に関して患者・家族の意向を尊重した支援計画を立てている

高齢の患者や痴呆患者，あるいは障害者等の意思を尊重している

痴呆の程度が客観的に評価され，意思疎通に配慮したケアが展開さ

れている

コミュニケーション障害の原因が把握され，機能回復に努力している

注）大項目，中項目の欄に数字があるところは，それ以下の中項目，小項目がすべて患者参加にか

かわる．小項目の欄に数字があるところは，その評価項目だけが患者参加にかかわる． 年

からの 病院機能評価 統合版評価項目 （下位項目付き） の考察は別の機会に譲ること

にする．なお本稿注 も参照してほしい．

出所）日本医療機能評価機構（ ）をもとに筆者作成．



しかし，これらの評価項目は 期待される病院活動の内容 をスタンダードとして設定し

たものであり，それは受審病院にとっては具体的な活動目標という側面を合わせもってい

る． 病院機能評価を受審することによって， 期待される病院活動 と比べて，自院の活動

はどこが優れており，どこが弱点であるかを確認することができ，質の向上に向けて改善す

べき課題を明らかにすることができる （菅原 ）．つまり第三者評価は，受審病院

が，明らかにされた課題の克服に向けて努力をすることを予定しているのである．したがっ

て，もし課題の克服に向けたインセンティブが弱ければ，その課題はいつまでたっても克服

されない．実際，患者と医療者のコミュニケーションにもとづいた患者参加は，その重要性

が繰り返し指摘されているにもかかわらず、とりわけ医療事故との関連で依然その不十分さ

を指摘されている（ 森ら 長谷川 ）．たしかに第三者

評価を受け，その結果を公表すること自体が，医療者や病院にとって課題実現のインセン

ティブを与えることにはなるだろう．本稿の主張は，第三者評価に患者会のような を

組み込めば，患者参加の実効性がより高まるというところにある．

表 には示唆的に表れているのだが， 書面審査 自己評価調査票（統合版評価項目

） を詳細に検討すれば，そこでは 個々の患者・家族 対 医療者あるいは病院 と

いう図式のもとに評価項目が作成され， の存在は表立って取り上げられていない．た

しかに 患者・家族の経済的・社会的・心理的相談に応じている のなかには

必要に応じて，院外の諸機関と連絡調整がとられている （傍点 筆者）とか，

意見や苦情を聞くための手段があり，周知されている のなかには モニ

ター制度がある モニター制度は院外者，地域住民等を含む （傍点 筆者）といった具

体的な留意点が挙げられており，それは の存在を示唆してはいる．しかし は前

面に出ていない．では，なぜ を組み込めば，患者参加の実効性が高まるといえるの

か．この問題は，患者と医療者の双方から考察する必要がある．

．患者参加へのインセンティブとセルフヘルプグループ

まず患者側に注目すれば，患者参加を妨げる要因として，ペリング（ ）は

病気以外の心配事 医療者への恐れ 否認 無関心 年齢と健康状態 文化的背

景 といった要因を挙げている（ ） ）． 病気以外の心配事 につい

ては後述するとして，残りの つを個々に見ていこう． 医療者への恐れ とは，患者が

医療者を怒らせてしまうかもしれないという恐れから，安全に関する懸念を口にしない

ことである．このような状況下では，医師を始めとした医療者がいくら患者の意思の尊重を

表明しても，それは恐れられている当の本人の表明なのだから，その要因を除去することに

は限界があるだろう．それゆえ個々の患者に医療者とは異なる立場で意思表明を促し，実際

に表明したときの体験を伝えることのできる， の存在がクローズアップされてくるの
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）ペリングが念頭においているのはアメリカ社会であり，本文に記した要因以外に 教育レベルとリテラ
シー 言語 という要因も挙げている．しかし，この つについては，さまざまな人種の共存するアメ
リカでとくに強く効いてくる要因であると考え，本稿では取り扱わない．
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である． 否認 とは 医療者はミスを起こさない と盲信していることであり， 無関心

とは 医療事故を防ぐことは医療者の仕事であり，それに患者である自分がかかわる必要は

ない と考えることである．しかし患者がそのような態度をとったとしても，それをもって

医療事故がなくなるわけではない． 年齢と健康状態 とは 高齢で病弱な患者ほど受動的

になりがちである ということを指しているが，実はそういう人ほど 治療の多くは高度か

つ複雑で，複数の医療者や複数の身体部位が関係するケースである場合が多いから

（ ），より一層の医療への参加が必要になるのである．これらの要因を

克服し，患者参加を実現するために， は貢献することができる．なぜならそこにおい

て，共通の体験をもった当事者同士がわかちあいをおこない，それを基盤にして，うまくい

けば自己決定や社会への働きかけができるようになるからである（岡 ）．たとえ

ば，がんのような命にかかわる病気になった人は絶望感で医療者に否応なしに依存的になる

のであり（ ら ），そういった患者に対して自らの意思を表明させることは

簡単なことではない． でのわかちあいは，そういった人びとを積極的に関与させるイ

ンセンティブを与えるのである．その意味では は 意思表明できる主体を醸成する

場 だといえる． 文化的背景 とは 医師や看護師が患者・家族に医療事故の防止への協

力を求めることが無礼に当たるという文化もあるかもしれない ということである．このよ

うな文化のなかではいくら患者参加を促したとしても，それに対する反応は薄いだろう．し

かし多くの は，そのメンバーの多くが既存の文化のなかで差別されたり，不利益を

被ってきたりした経験をもち，そうした文化に対して異議申し立てをおこなってきたのであ

る ）．

ここまでの議論は， が患者に対して与える参加への インセンティブ の議論で

あった．では 患者のコミュニケーション力や医療知識の中味 に関してはどうか．そもそ

もコミュニケーションは双方向的なものであるから，医療者はもちろんのこと，患者も，医

療者に自分の意思をうまく伝え，また医療者の話をうまく聞くことが大切である（廣澤ら

）．患者が医療者から有益な医療情報を得るには聞くポイントがあり，個々の患

者・家族だけではそれを押さえることは難しいだろう． は，そうしたポイントや聞き

方などを，自らの知識として例会や勉強会を通して蓄積してきた（葛西ら ）．また

患者と医療者のあいだでのコミュニケーションでは，やりとりされる言葉について，その理

解のために最低限度の知識が必要である．しかし両者のあいだには情報の非対称性が存在

し，とりわけ医療専門用語は患者にとってはその理解が困難であるから（岡 ），

個々の患者・家族だけではその対処に限界がある． はメンバーの体験にもとづいて

わかりにくい部分ほど解説を工夫し （星川ら ）た資料をまとめたりしている．

また，患者は説明された医療情報を 自分に都合のいい （花井ら ）ように解釈し

誤解していることが多々あり， は確認の大切さを医療者に対しても患者に対しても伝

えることで，理解を確かなものにする役割も果たしているのである（星川ら ）．

）要田洋江は，障害者の に関して次のように述べている．日本型近代家族では 障害者は 家族に
囲い込ま れる．…（中略 筆者）…異議申し立て力をもたない家族に囲い込まれた障害者は，自立する
ためには，その価値観と闘わなくてはならない．…（中略 筆者）…問題解決のための異議申し立て行動
をもつ当事者型のセルフヘルプ・グループが日本でも展開されつつある （要田洋江 ）．



つぎに医療者側に注目すれば，患者参加を妨げる要因として， 医療機関が自らの施設の

危険さ を患者に示したくないことや，医療の“素人”である患者の評価を“専門家”で

ある医療者があまり尊重しないこと （安川 ），医療者が自分たちは毎日患者の声

を聞いていると思い込み，それが患者の本当の声であるかについて思いが至らないこと（森

ら ），忙しくて医療者にコミュニケーションに割く時間がないといった要因がある

（池上ら ら 内田ら ）． 時間がない といった要因以外の要

因に対しては，医学教育のなかでも制度的な対応の動きがでてきており，たとえば 年度

からわが国でも全国の医学部で臨床現場での実習に出る前に （オスキー）と呼ばれ

る 診察における態度と技能を評価するための実技試験 （森ら ）が導入され，患

者の声を尊重しようとしている．しかし医療者や病院が医療安全活動、より広くは医療プロ

セスに患者を参加させるのは 患者を真に価値あるパートナーだと認識 （

）するときである．医療者がそのような認識をもつのは，患者からの情報や患者の活動が

自らにとっての便益となるとわかったときであり，そうした経験を数多く積み重ねるほど

真に価値ある パートナーという認識は進み，患者参加に対してより積極的な姿勢を示す

ことになるだろう．このとき個々の患者や家族では，医療者に有益な情報を与える，あるい

は医療者の便益（治療に役立つということも含む）につながる活動をするには限界があり，

ここでも は重要な役割を担うことになる．たとえばすでに見たように， は医療

情報を医療者に代わってわかりやすく伝えることができる．医療者に 時間のなさ が言わ

れ，そうであるにもかかわらず患者とのより密なコミュニケーションが求められる場合，医

療者が の作成したパンフレット等を積極的に活用したり，あるいは医療者の説明を聞

いて理解できなかった患者が に行き，よりわかりやすい説明を聞き，医療者の負担が

軽減するということも考えられる．わからない言葉の説明について お薦めの方法は，患者

会で出している資料を積極的に使う （星川ら ）というアドバイスをしている

もあれば， 医療者の待遇をよくするために，患者会も考えなきゃと思ってます （内田ら

）と述べ，医療者の負担軽減につながりうる発言をする も存在する． 医療

者は忙しいのはもうわかった．だったら患者と家族に協力を求めてほしいんです （廣澤ら

）という のメンバーもいるのである．またスレジナ（ ）やクネア

（ ）によれば，医師の見解として， メンバーは知識が増加し，医師の指示に

比較的よく従うと述べている（ ら ）．いうまでもなく医療者の 時間のな

さ を，患者参加や だけで解決できると考えるのは夢物語であろう．この問題の解決

のためにはそれ以外にも，勤務医と開業医の分業の確立，不必要な来院を減らすための窓口

負担の調整，医療者の絶対数の増加などの施策がより基本的なものとして考えられる．しか

しながら， を考慮に入れることは，そうした解決策の層を一枚厚くすることにつなが

るのである．それゆえ，病院の第三者評価において を明示的に組み込むことが強く求

められるのである．

ここでコミュニケーションに関連して，改めて注意を促しておかなければならないこと

は， と医療者の関係が 医療者が を自らの負担軽減の手段とだけ考える，

が医療者を単なる要求の対象とだけ捉える という関係であれば，両者のあいだでコミュニ

ケーションは成立しないということである．それが成立するのは，医療者と ，さらに
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は患者とのあいだで相互理解，相互尊重，継続的な協力関係が存在する場合である．第三者

評価のなかで，これをどのように確立するかという問題については 節で述べることにす

る．

．生活の一領域としての病気とセルフヘルプグループ

前節の論点は，患者と医療者のコミュニケーション・患者参加は，両者の情報の非対称性

を軽減させるが，そこに を介在させれば，より一層その可能性が高まるから第三者評

価においても の存在を明示的に組み込む必要があるというところにあった．その場合

に念頭におかれている情報とは，医療者の方が患者よりもはるかに多く保有している医療情

報のことであった．したがって患者参加による情報の非対称性の軽減とは，医療者のもつ情

報に患者の情報が近づくということを意味していた．ところが病気を抱える患者にとって，

病気は生活の 領域─状況によっては非常に深刻で大きな部分を占めるとしても─であり，

そのすべてではない（ 柳田 ら 森ら

）．前節で医療プロセスへの参加を妨げる患者側の要因として 病気以外の心配事 とい

う要因への言及を留保しておいたが，ペリングはそれについて 家族や仕事のこと 金銭

的な問題 解決できていない他の個人的なこと （ ）という例を挙げて

いる．また難病の網膜色素変性症の を調査研究したリュプケ（ ）は，ここで

筆者の言わんとしていることをまさに表した題名の著書 病気は私の生活の一部にすぎな

い （“ ”）で，視力低下という病気からの直

接の負担のほかに，病気をどうすることもできないし，将来どうなるかわからない 病気に

対する無力感・不安感 ，家族や職場や社会での役割の変化や喪失に関連する 個人的，社

会的なアイデンティティの危機 ，病気に対する 無理解と排除 ，金銭的に公的サービスに

頼らなければならなくなる，あるいは病気によって家族全員が役割や行動を変化させなけれ

ばならなくなるという意味での 依存と周囲の社会環境全体の 当事者性 についても

語っている（ ）．患者は，これらの課題に対して何らかの解決、改善の目

途がつかなければ，医療者がいくら意見や苦情の表明を促しても医療プロセスに積極的に参

加することはしないであろう．

病気以外の心配事 を軽減する情報を生活情報と呼べば，医療者とりわけ医師は，医療

情報における情報の非対称性とは対照的に，その種の情報を保有していない．ただ医療者の

なかでも や精神保健福祉士（ ）には，生活情報を数多く蓄積し，患者や家族の

相談にのる役割が仕事として課せられている．日本医療機能評価機構の自己評価調査票の

患者・家族の相談に応じている という評価項目のなかにも 担当者は 、

などであることが望ましい （日本医療機能評価機構 ）と記されており，病院

で 病気以外の心配事 の解決に力を発揮することが期待されている．くわえて や

は仕事のなかで と交流をもち，そこから多くの生活情報を入手でき，経験を積む

に従ってそうした情報を数多く蓄積していく．そうであれば将来 の生活情報の部分

は， や といった医療者によって完全に代替されることになるのではないか．と



ころが，これも，そうはならないのである．その論拠を，今井賢一らの 情報の静的側面

と 情報の動的側面 という概念を用いて挙げておこう ）．今井らによれば，情報の意味

は，最初から定まったものではなく，人と人の相互解釈サイクルのなかで形成される．この

サイクルが一段落してある一定の意味が定まったとき，その結果はマニュアル等のかたちで

固定される．この固定された状態が 情報の静的側面 である．そして情報が相互解釈サイ

クルのなかで生まれる様子は 情報の動的側面 と呼ばれる．今もし仮に現実において新た

な問題が生じ，これまでの固定された情報ではそれに対処できなくなったケースを考えてみ

よう．それを解決するには，これまでの 静的 情報を 動的 にし，新たな情報を生み出

す必要があるが，それは人と人との相互解釈サイクルのなかで形成されてくる．そうであれ

ば，社会のなかで人と人とをつなぐ可能性が多様にあることが，新たな情報を生み出す地盤

を豊かにする（今井ら ）． は，当事者同士のつながりという質をもっ

た，そうした可能性の つなのである．いいかえれば は，生活情報の生まれる地盤な

のであり，こうした文脈での情報の創出役割は，医師はもとより や ，したがっ

て医療者が代替することはできない．ここで述べていることを，リハビリ病院で社会に出る

ための車いすの訓練を受けた， 人の メンバーの以下の言葉を具体例として，もう少

しわかりやすく説明しよう．

子どものころ 前を向いて電車に乗ると酔わないんだよ って教わったと思うんです

ね．でも車いすで進行方向を向いて乗ると，電車が走り出したとき，後ろ向きにバック

ドロップのように倒れます．だから必ず横を向いて乗らなければいけない．こういった

ことは，リハビリ病院では教えてくれませんでした．（葛西ら ）

リハビリ病院の医療者は，その時点では，この生活体験に対する知識がなかった．一方，

その当事者が に行って自らの体験を話したとき，おそらく彼は，他の当事者から多く

の共感を得られたであろう．このやりとりが，情報の生み出されるプロセス，すなわち 情

報の動的側面 に該当するのである．そのやりとりが上首尾に終わったら 車いすで電車に

乗る場合，横を向いて乗らなければいけない という情報は 静的 なものとして固定され

る，すなわち の冊子に書かれたりすることになる．この段階になると情報は，リハビ

リ病院の医療者に対して伝達可能となり，彼らにとっても既知の情報となる．しかしながら

現実は，時代とともに，また人によって次から次へと新しい問題を生じさせる． なら

びにそこでのわかちあいは，そうした事態に対して新しい確かな情報を生み出す地盤となる

のである．それゆえ は，医療者によって完全に代替されることはない．とくに生活情

報に関しては，当事者の生活そのものが素材であるから，より一層そういえるのである．こ

うした生活情報は 病気以外の心配事 を軽減することになるから，患者の医療プロセスへ

の参加の前提条件を整えることになる．

ところで，こうした生活情報に関する の貢献と， 病院の 第三者評価に を組
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）今井らがこの概念を適用しているのは企業組織であるが（今井ら ），生活情報に関する
の独自性というここでの文脈にも当てはめることができる．
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み込む話には，実は次元のずれがある．なぜなら後者において対象となっている情報は医療

情報だからであり，また 病院の 第三者評価においては，患者の生活情報は必ずしも考慮

する必要はないからである．しかしすでに見たように， は患者に対して医療プロセス

へのインセンティブを与えるとともに，難しい医療情報を翻訳・伝達するという機能をもっ

ていた．その意味では患者参加の実効性を高める大きな可能性を有していた．筆者が 病院

の 第三者評価のなかに を明示的に組み込むことが必要であると主張したのは，それ

ゆえであった．しかし第三者評価のなかへの の明示的な組み込みは，そうした効果だ

けにとどまらず，第三者評価の枠外で，患者・家族の生活情報への経路を増やすことにもつ

ながるのである．情報という点でいえば， には医療情報の翻訳者・伝達者としての役

割と，生活情報の提供者としての役割があり，前者の実現を目指して 病院の 第三者評価

に を組み込めば，それでもって自ずと生活情報への新たな経路が開けることになるの

である（図 ）．

ここまで，病院の第三者評価のなかで を明示的に取り上げれば，患者参加の実効性

が高まることになるということの論拠を挙げてきた．しかし明示的に取り上げるとしても，

どのような点に注目して取り上げればよいか，という問題がまだ残されている．具体的にい

えば，病院の第三者評価の評価項目のなかに をどのように組み込めば，患者参加の実

効性が高まるようになるのか．

．患者参加の実効性を高める第三者評価へのセルフヘルプグループの組み込み

患者参加というコンセプトのもとで，医療者が を自らの負担軽減の手段とだけ考

え，逆に患者が医療者を単なる要求の対象とだけ捉えるのであれば，医療者と患者のあいだ

にはコミュニケーションは成立しないし，本当の意味での患者参加も存在しない．そうであ

れば，前節までの が患者参加の実効性を高めるという議論も，単なる可能性にとど

まってしまう．どのような点に注目して病院の第三者評価に を組み込めばよいか．こ

の問題を考えるとき，ドイツ・ハンブルクで， との協力関係をシステムとして導入し

た病院を セルフヘルプにやさしい病院 という名で評価・認定する病院評価モデルプロ

注）医療情報は病院の第三者評価の主対象であるが，生活情報は主対象ではない．医療者も独自に

生活情報の入手経路をもっているが， を組み込むことでその経路が質・量ともに つ増え

ることになる．

図 病院の第三者評価と と情報



ジェクトはきわめて示唆に富む．

ハンブルクの病院評価モデルプロジェクトの実施期間は 年 月から 年 月で，目的

はセルフヘルプ（以下 ）と病院の協力関係をシステムとして定着させ，全国に広げよう

とするところにあった．ドイツでは という言葉は関係者のあいだで，地域レベルの

，全国レベルの大規模なセルフヘルプオーガニゼーション（ ）， 支援センター

（ ）の総称として使われる（ ら ）が，同国でも病

院と の協力関係はこれまで，一部の医療者や リーダーの個人的な資質に依存し，

それゆえ彼らが何らかの理由で参加できなくなれば，関係が衰退・消滅するということが繰

り返されてきた（ ）．そうした協力関係を，一過性のものではなくシステ

ムとして定着させようとして実施されたのが，病院評価モデルプロジェクトだった．障害・

慢性疾患をもった本人と家族の全国活動協議会（ ），全国企業疾病金庫連合会

（ ），登記社団・精神科体験者の州連合会，ハンブルク大学の医療社会学研究所，

ハンブルクの をメンバーとする プロジェクト審議会 を中心に，ガン女性の ，

網膜疾患者の ，精神病患者の州レベル家族会，障害者の州レベル団体，病院のコー

ディネーター，ハンブルクの 職員から成る ワーキンググループ のもと，プロジェ

クトは進められた．資金を負担したのは全国企業疾病金庫連合会（ ）であった．

年にはドイツのすべての （ ）と （ ）にメールで病院との協

力体験を調査し（回答 ， ），その後書面アンケートを実施して（ 送

付で 回収）， にやさしい病院 の認定基準を練り上げていった．認定の手続きは，日

本医療機能評価機構と同様，まず書面調査で 自己評価調査 をおこない，その分析結果を

もとに複数のサーベイヤーによる 訪問審査 をおこなうというものであった．この手法

は，ドイツの病院評価の第三者機関である有限会社 医療制度における透明性と質のための

協力 （ 以下 ）のや

り方に依拠したものであり，自己評価調査票の評価項目も の項目を一部参考にしてい

た．そして 年 月 日に 北オクゼンツォル・アスクレピオス病院 の つの診療科 ），

アイルベク・シェーン病院 の つの診療科 ）が最初の にやさしい病院 として認

定されたのである．ハンブルクのプロジェクトは 年で終了したが，その後それを参考に，

ノルトライン・ヴェストファーレン州（ ）でも同様のプロジェクトが 年 月から実

施されている（ ）．

ハンブルクのモデルプロジェクトは，最終的に にやさしい病院 の認定基準として

基準を確定した．これが第三者評価において，患者参加の実効性を高める の組み込

み方のポイントを表しているのである． 基準をボプツィーン（ ）にもとづい

て，具体例を挙げつつ個々に説明すれば，以下のようになる（

）．

に関して情報を得るために，部屋やインフラやプレゼンテーションの機会を利用

でき，そのあり方が患者や家族や のニーズに合っている ．具体的には，病院の入口
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）個々の診療科の対象となる代表的な症状を記せば情緒障害，人格障害，統合失調症，依存症，老人精神
医学である．
）個々の診療科の分野を示せば，リウマチ・臨床免疫学と重度頭蓋傷害センターである．
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や待合室などに の掲示があったり，病院の中心部に の情報センターがあったり，

が病院の部屋や設備を無料で利用できるといったことである（ ）．

これは患者の 理解， の病院に対する信頼の醸成につながることになる．

患者や家族が への参加可能性について，定期的・個人的に情報を与えられる．

彼らは情報資料をもらい，場合によっては訪問サービスや病院内での対話時間の利用を促さ

れる ．これは，治療開始時あるいは終了時の話し合いのなかで，医療者が患者に対して

の参加について情報を与えるということである（ ）．そうであれ

ば，医療者の方も を理解しておく必要がある．

がその広報活動について支援され，専門家との協力パートナーと位置づけられ

る ．診療科が自らの企画に を参加させたり，お互いのイベントに講師として招待し

あったり，病院の に のリンクを貼ったり，病院新聞があるならそこで定期的に協

力に関して報告をするということである（ ）．このことは，病院と の

相互理解，相互信頼を促進することになる．

病院が 担当者を任命する ．この基準は，医療者のなかでも医師や看護師に時間

がないという場合に，その改善につながりうる手段であり，当該病院が との友好関係の

構築を本気で考えているかどうかを知るわかりやすい基準となる（ ）．

しかも 担当者は仕事として 側，病院側双方の話し相手になる役割を課せられている

から，協力に向けた試みが継続的におこなわれることにもつながる．

・ と病院とのあいだで，定期的に情報や体験の交流がおこなわれる ．診

療科と の会合で，診療科側が，どういった分野の ニーズをもっているかを

に対して伝えたり，また との会合では の病院への訪問サービスについて話し合

いをおこなったりする（ ）．これに対応した や の活動は病院

側に への信頼を生じさせることになる．また医療者が のイベントに行って，

の役に立つ情報（苦情マネジメントのプロセスに関する情報など）を伝えたりすることも，

ここに含まれる（ ）．これは 側からの病院に対する信頼を生じさせる

ことになる．

医療者の に関する研修のなかに， や が参加する ．これは， が医

療者のカンファレンスで自己紹介をしたり，研修プログラムに に関するテーマが組み込

まれることを意味し（ ），医療者にとって を理解するよい機会となる．

病院が に，クオリティサークルや倫理委員会などへの参加を可能にする ．ク

オリティサークルといった医療者の勉強会に を参加させたり，病院の倫理委員会に

を参加させることである（ ）．これは医療者と が相互に理解しあ

うまたとない機会となる．そこでの経験にもとづいて医療者は の有用性を認識し，

も医療者の置かれた状況を知り，彼らに対して無理難題を突き付けることは減ること

になるだろう．

・ との協力が，フォーマルに決定され，文書で提示される ．これは個別

の や と病院とのあいだで協力協定が結ばれるということである．ここでは協力

の目標や双方の提供サービスの範囲が記述される（ ）．このことは重要で

ある．なぜなら，それは，病院が を自らの負担軽減のために利用する動きに対して歯止



め効果をもつし，病院が協定をフォーマルに発表していれば 医療者への恐れ をもつ患者

も大きな抵抗なしに， を後ろ盾として医療プロセスへと参加することもできるように

なるからである．

これら 基準をまとめれば，それは患者・ ・病院の三者のあいだに相互理解，相互尊

重，協力の継続性という関係を構築しようとするものだといえる．協力は三者すべてにメ

リットがあるものでなければ，長続きしない．病院側から単なる圧力グループとみなされる

だけの であれば，医療者はその を後ろ盾にしている患者の意見には積極的に耳

を傾けようとはしないだろうし，患者の側もそういった を後ろ盾にすることに躊躇す

るだろう．だからといって，病院の言いなりになる御用 であれば，病院側にとって解

決が難しく，患者にとってはその解決が必要な問題について意見や苦情を述べるということ

は少なくなるだろう． が単なる圧力グループでもなければ，単なる御用グループでも

ないというバランスある距離を病院とのあいだでとることができたときに，三者のあいだで

本当の意味での患者参加が実現されることになるのである．このとき 個々の患者・家族

と 医療者・病院 という図式だと，前者は情報の非対称性からどうしても不利な立場にお

かれる．医療者が権威的な態度をとり続けるような場合には，患者は彼らに対して抗議する

必要もでてくるが，それは個人では難しいし，効果にも限界がある．また個人という立場で

は，入手できる情報の質ならびに量にも限界があるとともに，病気が治ったり亡くなったり

することで，病院との関係をもつ期間が短くなる．これらの弱点の改善に は寄与する

のである．それゆえ第三者評価において， を前面に出して評価する部分を入れること

が重要なのである．

．おわりに

本稿は，患者と医療者のあいだの情報の非対称性を軽減する手段としての 第三者機関に

よる病院評価 において，どのように患者参加を実現させるか，ということを問題とした．

日本医療機能評価機構の自己評価調査票でも，患者参加にかかわる評価項目は存在するが，

それらは 個々の患者・家族 と 医療者・病院 という図式のもとに作成され， の

存在は表立って取り上げられていなかった．本稿は，第三者評価において， を前面に

出した評価も加えるならば，患者参加の実効性が高まるということを主張した．その場合，

患者側の要因，医療者側の要因を分け， をそれらの要因と関連づけるというかたちで

論拠づけた．患者側については， の存在が患者の参加へのインセンティブを強め，患

者のコミュニケーション力，医療情報の獲得に寄与するということを示した．医療者側に関

しては，医療者が 患者を真に価値あるパートナーだと認識 しないかぎりは，患者を積極

的に医療プロセスへと参加させようとはしないという観点から， が患者への医療情報

の翻訳者・伝達者としての役割を果たすことで医療者の負担軽減にもつながりうることを述

べた．また病院の第三者評価は主として医療情報だけを対象とすればよいが，その情報の非

対称性の軽減を念頭において第三者評価のなかに を組み込めば， を通して患者

の生活情報入手の経路も開けることを主張した．そして最後に，そのような患者参加の実効
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性を高める可能性のある を病院の第三者評価に組み込む際に，どのような評価項目と

して組み込めばよいかを，ハンブルクの病院評価モデルプロジェクトにもとづいて検討し，

そこにおいて患者・ ・医療者のあいだの相互理解，相互信頼，協力の継続性に寄与す

る要素を見いだした．いうまでもなく患者と医療者の情報の非対称性を軽減する手段には，

勤務医と開業医の分業体制の確立，医療者の絶対数の増加，カルテの開示，レセプトの電子

化など，考えなければならない要件はたくさんある．しかし本稿は，その手段の つとして

病院の第三者評価において，患者参加という問題にかかわって，これまで十分に考慮されて

こなかった側面に光を当てようと試みたのである．

（謝辞）本稿作成にあたってハンブルクの病院評価モデルプロジェクトの中心メンバーの

人であったボプツィーン（ ）氏から聞き取り調査をおこない（ 年 月

日），ようやくここにまとめることができた．遅れをお詫びするとともに，心より感謝の

意を表したい．
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