特集

特集

3

医療と消費者

―よいコミュニケーションを築くために

情報に流されない！

― ヘルスリテラシーを身に付けよう ―
大野 智 Ohno Satoshi 島根大学医学部附属病院臨床研究センター長・教授
正確で分かりやすい情報発信に取り組む。厚生労働省委託事業による「統合医療」情報発信サ
イトの作成に従事。近著に『健康・医療情報の見極め方・向き合い方』
（大修館書店、2020 年）

がヒットします
（2020 年 11 月 2 日現在）
。これ

はじめに

ら大量の情報を一つ一つ確認していくのは現実

「病院でがんと診断された」

的ではありません。また、テレビや新聞の報道

「健康診断でメタボを指摘された」

記事なども、時間や紙面の制約もあってか、情

「最近、お腹まわりが気になる」

報の裏付けとして重要な臨床試験のことまで詳

このようなとき、多くの人がインターネット

しく言及していない場合があります。そうなる

で病気や治療法を調べたり、普段何げなく見て

と、情報の真偽を確認できません。

いたテレビの健康番組が急に気になったりする

やみくもに情報を収集するのではなく、信頼

ものです。ですが、それらの情報の中には残念

できる発信源からの情報に絞って収集する方法

ながら、不正確なものが混じっているのが現状

もあります。例えば、厚生労働省などの公的機

です。そのため、近年、情報の正確さを見極め

関のウェブサイトなどが代表例として挙げられ

活用する力（ヘルスリテラシー）
が求められてき

ます。しかし、人は誰しも、病気で不安なとき

ています。

は、必死にいろいろな情報を集めようとする心
理が働きます。ですので、情報の荒波に飲み込
まれないようにするためには、情報の断捨離や

ヘルスリテラシーとは？

断食が必要となる場面があることも知っておい

教科書的には「健康情報を入手し、理解し、

てください。

（2）理解

評価し、活用するための能力」と定義されてい
ます。「入手」
「理解」
「評価」
「活用」
それぞれの能

情報を正確に理解する能力です。正確な情報

力について、具体的な内容やポイントを説明し

は人を対象とした臨床試験の結果であることは

ます。

前述したとおりです。具体的には、どのような

（1）入手

症状・病気の人が、どのような治療を行って、

さまざまな情報源から正確な情報を探し出す

どれくらいの効果が得られたのかを整理して情

能力のことです。健康や医療に関する
「正確な

報を読み解いていきます。しかし、
世の中には、

情報」とは「人を対象とした臨床試験に基づく情

数字のトリックなどを使って見栄えをよくして

報」になります。ふるい分け方法としては、極

いるケースなど、落とし穴が潜んでいることが

めて単純明快です。

あります。さらに、マーケティングの名のもと

しかし、実際にやってみようと思うと簡単で

心理効果を巧みに使って、患者や消費者にア

はありません。例えば、インターネット検索サ

ピールしているケースもあります。よく目にす

イト Google を用いて「新型コロナウイルス感

る代表的な例を紹介します。

染症、治療」で検索すると約 6360 万件の情報
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◉フレーミング効果

判断することはできません。

「ビタミンC 1g」
よりも
「ビタミンC 1,000mg」

もう 1 つ、健康や医療に関する情報で知って

と表示されているほうが、よりたくさん成分が

おいてほしい大切なことがあります。人を対象

入っているように錯覚してしまうことはないで

とした臨床試験で有効性が証明された治療で

しょうか。

あっても、全員に効果が得られるわけではあり

◉シャルパンティエ効果

ません。これを
「医療の不確実性」といいます。

「鉄 1kg」と「綿 1kg」、どちらが重いか？ と

裏を返せば、
「治療効果 100％」
「絶対に治る」

聞かれたとき、一瞬
「鉄のほうが重いかも……」

などといった情報は信憑性に欠けるものだとと

と普段の思い込みや先入観で迷いが生じてしま

らえてください。

（4）活用

うことがあるかもしれません。
◉権威への服従心理

情報をもとに決断・行動の意思決定を行う能

「大学教授」
「医学博士」
の肩書を持つ人の発言

力です。意思決定プロセスのモデルとして、医

は、そうでない人と比べて信用できると考えて

療現場で普及している
「科学的根拠に基づいた

いる人は多いと思います。

医療」があります。
「科学的根拠」
、言い換える

◉ウィンザー効果

と
「正確な情報」
は意思決定における判断材料に
なることに間違いはありません。しかし、それ

口八丁手八丁な営業マンの
「この商品は最高
ですよ！」というセールストークよりも、利害

以外にも
「利用できる費用・時間・労力
（資源）」

関係のない第三者の
「この商品は本当によかっ

「自分がしたいことや望むこと
（好み・価値観）」

たです」といった感想のほうが、情報として信

などによっても選択が変わってくることがあり

憑 性が増すのではないでしょうか。

ます。例えば、身近な例として、“ 降水確率

しん

ぴょう

こうしたトリックや心理効果は、人の脳がも

30％ ” という数字
（正確な情報）に対して、“ 傘

ともと備えているしくみを応用したものです。

を持っていく ” あるいは “ 傘を持っていかない ”

なかなか、本能的な脳のしくみにあらがうこと

という意思決定は人によって異なってきます。

は難しいという一面も否定できません。逆説的

また、同じ人であっても時と場合によって判断

かもしれませんが、
「人の脳はだまされやすい」

を変えることもあるでしょう。このように、科

という事実を常に意識しておくことが情報を正

学的根拠に基づいた医療とは、科学的根拠だけ

確に理解するうえで重要になるのかもしれませ

で治療方針が決まってしまうといったマニュア

ん。

ル医療ではなく、科学的根拠 “ 以外 ” にも意思

（3）評価

決定にかかわる要素があり、それらをバランス

情報が信頼できるものか評価する能力です。

よく統合していくことが重要になってきます。

薬の効果ばかり強調されていて、副作用のこと

ここで悩ましいのは、
「資源」
「好み・価値観」

やコストのことが言及されていないなど、情報

は人によって異なる点です。そのため、同じ情

に偏りがないか批判的に吟味します。また、臨

報を入手し、理解・評価しても、決断・行動の

床試験の結果に基づく情報も、そもそも自分に

意思決定が人によって異なってくることになり

当てはまるのかどうかも注意深く見極める必要

ます。情報の入手・理解・評価については医学

があります。臨床試験の対象者が自分の病気や

的視点から一定の正解がある一方で、情報の活

症状と異なっているのであれば、同じ治療をし

用には唯一無二といった絶対的な正解はありま

ても効果が得られるかどうかは、その情報から

せん。
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◉プロスペクト理論

意思決定に悩む人たち

行動経済学の理論で
「人は意思決定の際に、

ヘルスリテラシーにおける情報を
「活用」
する

得をするより損をしたくない思いのほうが強

場面で、“ 正解がない ” ということは、患者や

い」というものがあります。また、この理論で

消費者の立場からすれば、決断・行動に二の足

は
「人は損失が出ているときは、リスクを許容

を踏んでしまうことにもなりかねません。

する行動に出る傾向がある」ともいわれていま

さらに、情報の活用の場面においても、意思

す。身近な例えで
「借金で首が回らない人ほど

決定を悩ませる落とし穴があることが分かって

怪しい儲け話に手を出しやすい」と説明されれ

きています。代表的な例を 2 つ紹介します。

ばイメージしやすいかもしれません。つまり、

◉選択のパラドックス

病気で不安に襲われているようなとき、人は冷

もう

静さを失い、不合理な選択をしてしまう可能性

多くの人が、選択肢が増えることは自由度が

があることを意味します。

増すことを意味し、人はその分幸せになれると
思っているかもしれません。しかし、選択肢が

ヘルスリテラシーにおける
「活用」の場面で

増えることが必ずしも幸せにつながるわけでは

は、
「医療に対して過剰な期待をしていない

ないことが明らかになってきました。選択肢が

か？」
「今、自分は冷静に判断をできる心理状況

増えることによる悪影響については、次の 2 つ

か？」
という点についても、
ちょっと立ち止まっ

があります。

て考える必要がありそうです。

①無力感が生まれる：あまりにも多くの選択肢
があると、人は選べなくなってしまい無力感

ヘルスリテラシー向上に
大切なこと

を感じる。
②満足度が下がる：無力感に打ち勝って決断を
下したとしても、選択肢が多いと選択肢が少

実は、日本人のヘルスリテラシーは他の国と

ない場合と比べて自分が選んだ選択肢への満

比べて低いことが報告されています。その背景

足度が下がる。

の 1 つに、身近に健康や病気のことを何でも相

さらに、選択肢が増えることで、満足度が下

談できる場が十分に整備・確保できていないこ

がる理由として、次の 3 つが挙げられています。

とが指摘されています。情報の荒波の中で進む
べき方向を指し示してくれる灯台のような「か

《理由 1》
選んだ選択肢が完璧でなかった場合、選ばな

かりつけ医」
「かかりつけ薬剤師
（健康サポート

かった選択肢のほうがよかったのではないかと

薬局）
」
をパートナーとして、
一緒に情報を入手・

いう後悔の念が生じる。

理解・評価・活用することが、ヘルスリテラシー
ひ けつ

向上の秘訣になるのかもしれません。ただ、そ

《理由 2》
選択肢が多いと、選ばなかった別の選択肢の

の際には、医療者とのコミュニケーションが重

よいところを想像することで、選んだ選択肢に

要になってきます。別稿の特集 1、2 も併せて

不満を持つ度合いが高くなる。

お読みいただき、本稿がヘルスリテラシー向上
の一助になれば幸いです。

《理由 3》
選択肢が多くなると完璧な選択肢があるはず
だと期待値が増大し過ぎてしまう。
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