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医療と消費者

―よいコミュニケーションを築くために

賢い患者になるための心構え
山口 育子

Yamaguchi Ikuko 認定 NPO 法人ささえあい医療人権センター COML 理事長
自らの患者経験を経て 1991 年秋、COML と出会い、1992 年 2 月 COML スタッフとなり、2002 年
COML の NPO 法人化とともに専務理事兼事務局長に就任。2011 年 8 月より理事長

“ 協働 ” することをめざしてきました。キョウ

受け身・お任せからの脱却を
めざしてスタート

ドウにはさまざまな漢字を使った熟語がありま
すが、なかでも “ 協働 ” とは
「同じ目標に向かっ

私たち認定 NPO 法人ささえあい医療人権セ

て歩む立場の違う者同士が、それぞれの役割を

ンター COML〈コムル〉
（ 以下、COML）は、患

果たし合う」という意味があると知って以来、

者の自立と主体的な医療への参加をめざして

この漢字の “ 協働 ” にこだわってきました。

1990 年から活動してきました。当時は、がん

今や慢性疾患が患者の大半を占める時代で

患者に病名や病状を伝えることもなく、医療機

す。慢性疾患ということは、医療者の努力だけ

関で渡される医薬品も名前の部分が切り取られ

では治療効果が上がらないのです。決められた

ていました。つまり、患者にはほとんど情報が

とおりに薬を服用したり、生活習慣を整えたり

閉ざされていたのです。

することは患者自らの努力で実現します。その

そのような時代ですから、多くの患者は「医

ような自分にできる努力を患者も理解し、積極

療のような専門性の高いことを患者が説明を受

的に医療に参加しながら治療を受けていこう。

けても理解できるわけがない。先生にすべてお

そのためには、何よりも患者と医療者のコミュ

任せするしかない」と受け身でお任せに甘んじ

ニケーションを良好にすることが大切だと、活

て、半ば諦めていました。しかし、本当にそれ

動の主眼を
「患者と医療者のよりよいコミュニ

でよいのだろうかと、そこに疑問を呈したのが

ケーションの構築」と位置づけ、30 年間歩んで

私たちの活動の原点です。病気によっては、い

きました。

のちや人生をも左右することがあります。そん

その活動の合い言葉として、ずっと大切にし

な大切な問題を、いくら専門家といえども、す

てきたのが
「賢い患者になりましょう」です。

べてお任せでいいのだろうか。私たち患者も、

COML で考える
「賢い患者」とは、知識や情報

きちんと自立して、主役になって医療に参加す

を詰め込む頭でっかちの患者ではなく、次のよ

ることが大切。そのためにはまず、患者一人一

うな 5 つに定義しています。

人が「いのちの主人公」
「からだの責任者」
として

賢い患者の定義

の自覚を持った
「賢い患者になりましょう」
と呼

1. 病気の持ち主としての自覚を持つ
2. 自
 分の受けたい医療を考える
3. 自分がどのような医療を受けるか言語化し
て伝える
4. 治療を受けると決めたら医療者とコミュニ
ケーションをとって協働する
 人で悩まない
5. 1

び掛けたのです。
そして、もう 1 つ貫いてきた信念は、患者と
医療者は決して対立する立場ではないというこ
とです。本来、患者と医療者は同じ目標に向かっ
て歩んでいるはずです。それならば二人三脚で
前進しないといけない。そこで、対立ではなく
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から努力しておきましょう。

多くの相談の原因は
コミュニケーションギャップ

一般的な日本語でも
イメージに隔たり

COML の日常の活動の柱は、電話相談です。
同じ患者・家族の立場のスタッフが、全国から
届く患者・家族の悩みを受け止めてきました。

また、患者と医療者では
「情報の非対称性」と

1 件平均約 40 分かけて、気持ちを受け止め、

いって、基本となる知識や情報に大きな隔たり

寄り添いながら、じっくり聴くことを大切に対

があります。また、専門用語や専門知識だけで

応し、これまでの総数は 63,000 件を超えてい

なく、
「簡単な手術」
「 比較的効く抗がん剤」と

ます（2020 年 10 月現在）
。

いった一般的な日本語でも、お互いのイメージ
が大きく異なることがあります。

もちろん、相談内容も時代とともに変遷を遂

りゅう

「簡単な手術だから」
脳に動脈瘤が見つかり、

げてきました。しかし、一貫して患者・家族の
悩みや不満、不信感のもとになっているのは、

と言われた患者さんが、まさか開頭すると思わ

コミュニケーションギャップであることを痛感

ず、手術直前に知って
「逃げて帰ってもいいで

してきました。

すか？」
と相談して来られたことがありました。

現在は、医師も時間をかけて丁寧に説明する

医師にとっては比較的浅い位置にある動脈瘤

ことが当たり前になってきました。しかし、そ

だったり、動脈瘤の根元がクリップを掛けやす

の説明は医師が必要だと思った内容の一方通行

いかたちだったりして、
「簡単」
と言ったのかも

の情報提供になりがちです。例えば、1 時間か

しれませんが、イメージは決して一致していな

けて専門的な説明をしてもらったとしても、医

かったのです。
抗がん剤も
「比較的よく効く」
と言われたとし

療にまったくの素人である患者は説明のすべて
を理解し、記憶にとどめるのは至難の業です。

ても、一般の人は
「7～8 割の確率で消えてなく

私は、説明のほぼすべてを理解できる人のほう

なる」とイメージしますが、医師は「3 割ぐらい

が少数派だと思っています。そうすると、医師

の確率で少し小さくなる」と解していることが

は説明し、患者はその内容を聞いてはいても、

多いのです。それだけに、
説明を受けた時には、

理解できなかった内容は
「聞いていない」
ことに

自分がイメージしたことを言語化して
「このよう

なっている人が少なくないのです。

な結果を期待していますが、それに間違いはあ
りませんか？」
と確認することを勧めています。

確かに一生懸命説明してもらっているとき
に、「分からない」
「理解できない」
と言いにくい

また、医療の場合は
「危険性」
「生存率」
「副作

ものですが、そのままにしておくと困った事態

用の発現率」といった数字で説明される内容も

に発展することもあります。
分からないときは、

あります。この数字の読み解き方も、医療者の

正直に伝えることも大切です。それに、理解で

「当たり前」
と患者の理解では異なることが多い
のです。

きていないのに
「分からないけど、うなずかな
いと話が進まないから」と分かったフリをする

例えば、
安定した検査や治療の危険性は0.1％

患者もいます。理解できないこと、分からない

以下だと私は理解しています。しかし、
「この

ことを言われたら敏感に気づいて、
「今の説明

手術の危険性は 10％です」と言われると、多く

はよく理解できなかったのですが」
「それはどう

の人は自分には危険なことは起きないと思いが

いうことですか」と率直に質問することを日常

ちです。その理由として
「降水確率が 10％の日
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に傘を持って外出しないでしょう？」と言った

⑤これからの見通しを聞きましょう

人がいました。しかし、10 人に 1 人が危険な

⑥その後の変化も伝える努力を

ことが起きる確率があるというのは、医療では

⑦大事なことはメモをとって確認

危険性が高いのです。それだけに、数字による

⑧納得できないときは何度でも質問を

説明があったときは、その数字をどう理解すれ

⑨医療にも不確実なことや限界がある

ばよいかも質問するとよいでしょう。

⑩治療方法を決めるのはあなたです
また、大人になって突然賢い患者に目覚める

10 箇条で賢い患者の実践を

のは難しい面もあるので、2015 年からは子ど
も向けの
「10 か条」
も作成しました。

では、賢い患者を実践するにはどうすればよ
いのでしょうか。私たち COML では 1998 年

じょう

いのちとからだの 10 か条

に旧厚生省の研究班の一員として
「医者にかか

①いのちとからだはあなたのもの

る 10 箇条」という小冊子の作成をしました。最

しょくじ

て あら

よ ぼう

だい じ

②食事・すいみん・手洗い―予防が大事

初は国民への無料配布分として 4 万冊が印刷さ

へん か

き

③からだの変化に気づこうね

れたのですが、3 カ月で底を突き、その後は一

い しゃ

じ ぶん

しょうじょう

つた

④お医者さんには自分で症状を伝えよう

部改訂して「新・医者にかかる 10 箇条」として

き

⑤わからないことはわかるまで聞いてみよ

今 な お COML か ら 発 行 を 続 け て い ま す
（1 冊

う

200 円 + 送料）。

じ ぶん

つた

⑥自分がどうしたいかを伝えよう

次のような項目を1つずつ見開きで紹介し、イ

ちりょう

う

しゅじんこう

⑦治療を受けるときはあなたが主人公

ほ てん

ラストで意味を補填しています。とても基本的

くすり

やくそくまも

つか

⑧お薬は約束守って使おうね

なことなので、
皆さんも実践してみてください。

ちが

あ

まえ

⑨みんな違いがあって当たり前

たいせつ

新・医者にかかる 10 箇条

⑩だれのいのちもとっても大切

あなたが“いのちの主人公・からだの責任者”

お子さんやお孫さんがいれば、このような

①伝えたいことはメモして準備

10 か条をもとに、
「日々どうすればよいのか」

②対話の始まりはあいさつから

「受診が必要になったら、自分で何をしないと

③よりよい関係づくりはあなたにも責任が

いけないのかな」と考えてみることも意味があ

④自覚症状と病歴はあなたの伝える大切な

ると思います。

情報
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