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認定NPO法人

ささえあい医療人権センターCOMLとは

• 1990年スタート、2002年NPO法人化、

2016年7月1日認定NPO法人認証

• 自立・成熟し主体的医療参加ができる賢い患
者を目指す

• 対立せず協働

• 思いを言語化し、提言・提案できる患者・市民
の増加が願い

一人ひとりが「いのちの主人公」
「からだの責任者」の自覚から

⇒活動の目的
より良いコミュニケーション



SP活動：1609回（OSCE477回）
患者と医療者のコミュニケー
ション講座：97回（出前16回）

病院探検隊：99回

患者塾：241回

◆基礎コース：医療をささえる市民
養成講座 （2009年度～12期）

◆アドバンスコース:医療関係会議
の一般委員養成講座・委員バンク

講演：4132回

各種検討会・委員会

COMLの活動（2020年4月末現在）

相談：62646件



患者を取り巻く医療の課題

• 医療安全対策

• 医師不足

• 救急医療の危機

• 入院期間の短縮

• 病診連携

患者も原因・
現状を理解
する

“共に”医療のあり方を考える



時代の変化に伴う要求

• 医療者に主導権⇒患者と医療者の“協働”

• 地域医療への市民の声と参画

• 個人的な経験や意見⇒冷静・客観的な意見

医療を理解して参加し
協働できる患者・市民の必要性



近い将来直面する問題：2025年問題

• 団塊の世代がすべて後期高齢者に

3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上

• 都市部で急激な高齢者増加、地方での人口減
による消滅可能性自治体

• 認知症を含む複数の疾患を抱えた高齢者

病院完結型医療から地域完結型医療へ

地域包括ケアや在宅医療の充実

医療と介護を切れ目なく利用できる社会



憂える現状

• これまでに経験したことがない世の中到来
少人数で多くの高齢者をどう支えるのか
→人的・経済的・システム

• 切迫感のない現状
5年はあっという間にやってくる!! 間に合う？

• 充実しない（できない）在宅医療
訪問診療医や訪問看護ステーションは足りない
実現不可能な家庭も多い

• 進まない医療の現状の理解
医療機関の分化、連携の現状

まずは現状
を知ること
から!!



医療法改正で進めてきた「医療計画」

年 主な内容

1948年（昭和23年） 医療法制定

1985年（昭和60年） 第一次医療法改正 医療計画制度の導入で、医療資源の地
域偏在の是正と医療施設の連携の推
進

1997年（平成9年） 第三次医療法改正 医療計画制度の充実を図るため、二次
医療圏ごとに地域医療支援病院、療養
型病床群の整備目標、医療機関の機
能分担・連携促進

2000年（平成12年） 第四次医療法改正 医療計画制度の見直し

2006年（平成18年） 第五次医療法改正 医療計画制度の見直しを通じ、更に医
療機能の分化・連携の推進
都道府県の医療対策協議会の制度化

第二次医療法改正は1992年（平成4年）
特定機能病院、療養型病床群の整備



更に新たに始まった制度

2014年度 病床機能報告制度

2014年6月医療介護総合確保
促進法

2015年度 地域医療構想
（ビジョン）の策定

構想区域ごとに2025
年の医療機能の必
要量を含む地域の
医療体制の目指す

べき姿を示す

医療計画の中長期
構想



医療計画とのかかわり

• 2014.9～2016.3 14回開催された「地域医療
構想策定ガイドライン等に関する検討会」

• 2016.5～2020.1に17回開催された「医療計画
の見直し等に関する検討会」

• 地域医療構想や医療計画策定、見直しへの
住民参加の必要性と住民へのわかりやすい
情報提供・公開を主張



中間見直しについての私見

• 医療計画の多くは、厚労省の通知に基づいて
「策定しなければならないから」形式的に策定

• 目標設定がない

• 分かりにくい

• 計画が生かされていない

• 熱心な担当者がいても異動すると継続されない

その結果



RH-PAC作成のガイドラインを使用して医療計画を
策定した地道府県職員の声

• 患者・住民の満足度を追求する施策が展開
できた

• 実施した施策が患者にどれだけの効果をも
たらしたか客観的に評価できた

• 担当者が代わっても継続できる

• 議論がスムーズで同じ方向性で話し合える
などなど

まさに望む姿!!



現在の
「医療計画の見直し等に関する検討会」

• 全世代型社会保障検討会議中間報告（2019年12月
19日）で「病院・診療所における外来機能の明確化

と地域におけるかかりつけ医機能の強化等につい
て検討を進め」、紹介状のない初診患者の特別料
金最低5,000円を「200床以上の一般病院に拡大す
る」と明記。

• 社会保障審議会医療部会で「医療計画の見直し等
に関する検討会」で議論することに決定。

• 誰も必要性を感じていない内容なので、議論が散逸
するなか、医療部会にも報告、混乱。その最中に新
型コロナウイルス感染拡大で頓挫。



医療計画への患者住民参加のために

5疾病

•がん

•脳卒中

•心筋梗塞

•糖尿病

•精神疾患

5事業

•救急

•災害

•へき地

•周産期

•小児

在宅医療



医療に参画する市民を養成

• 医療を理解し、今までより深く医療に関わり、
協働できる市民が必要

• 「医療で活躍するボランティア養成講座」
（2009年度）→「医療をささえる市民養成講
座」（2017年度改称し基礎コースに）

• 「医療関連会議の一般市民養成講座」（2017
年度スタートしたアドバンスコース）

一歩先を歩かせてもらっている役割を
社会に横展開したい!!



医療をささえる市民養成講座
講座１ 医療で活躍できる活

動
講座の目的 COMLの基本姿勢と活動紹介
ボランティアとしての心得
各種ボランティアの紹介

講座２ 医療の基本 医療の変遷（制度、できごと、患者の権利の発展）
医療機関や専門職の種類と役割
医療現場の課題 医療費の基本

講座３ 医療相談の実際 COMLの相談対応の基本姿勢と実際
相談から見える患者の意識の変遷
相談対応の必要な情報と姿勢 相談内容の紹介

講座４ 医療を知るⅠ 病院選びと賢い患者の心構え
セカンドオピニオン 医療費の知識

講座５ 医療を知るⅡ 医療にまつわる社会的な知識（納得できないときの解決方法、
個人情報保護法、成年後見制度など）

薬にまつわる情報（治験、ジェネリック、医薬分業、副作用被害
救済制度など）

１講座：3時間 第11期開催終了 約400名参加



変化し始めた患者・市民の意識

「医療にまつわる何かがしたい！」
お世話になった恩返しがしたい
もっと医療のことを知りたい、学びたい
同じ立場で患者さんの支援がしたい
外からの風を吹き込みたい

知識を得る 制度・しくみを知る 課題を学ぶ

さらに知りたい意欲

⇒協働できる冷静な患者・市民の増加
17



さらに成熟した患者へ

• 自分のからだ・病気への関心

• 医療者や医療現場への理解
深まる

私にできることは
何だろう・・・？

医療が個人的な問題から
社会的な問題へ 意識の変化

18



患者・市民の委員養成・バンク化構想
始めました!!

厚生労
働省

行政各種委員
会

都道府
県各種
審議会

倫理審
査委員
会

医療機関
文部科
学省

診療ガ
イドライ
ン作成

学会
特定機能
病院監査
委員会



医療関係会議の一般委員養成講座
（総参加者61名・合格者18名＜合格率約29％＞）
→合格者の中から希望者をバンク登録（現在17名）

スケジュール

第1回：一般委員養成講座とは
第2回：議事録から考える一般委員の役割と発言
第3回：ディベート訓練①（外部講師：立教大学・松本茂教授）
第4回：ディベート訓練②（外部講師：立教大学・松本茂教授）
第5回：傍聴報告会（第5回までに厚生労働省の検討会を2種類以上傍聴）

第6回：模擬検討会①（専門委員役、厚労省の課長補佐が事務局役）

第7回：模擬検討会②（専門委員役、厚労省の課長補佐が事務局役）

2019年度日程
基礎コース「医療をささえる市民養成講座」4コース
アドバンスコース「一般委員養成講座」2019年12月～2020年3月



COML委員バンク登録会員の就任状況
• 厚生労働省社会保障審議会医療分科会

• 厚生労働省健康・医療・介護情報利活用
検討会

• 厚生労働省医療の質の評価・公表等推
進事業評価委員会

• 厚生労働省医療の質向上のための体制
整備事業評価委員会

• 厚生労働省薬局ビジョン推進事業選定審
査委員会

• 厚生労働省薬事・食品衛生審議会

• 厚生労働省地域における薬剤師・薬局の
機能強化及び調査・検討事業選定審査
委員会

• 厚生労働省科学研究費・政策科学総合
研究事業「医療におけるAI関連技術の利

活用に伴う倫理的・法的・社会的課題の
研究」研究班（2名）

• 国立循環器病研究センター 倫理指針不
適合に係る第三者委員会

• 国立研究開発法人国立がん研究セン
ター研究倫理審査委員会

• 大阪大学医学部附属病院 介入・観察倫
理審査委員会

• 大阪大学第一特定認定再生医療等委員
会

• 大阪大学認定再生医療等委員会

• 京都大学特定認定再生医療等委員会

• 京都大学臨床研究審査委員会

• 京都大学大学院医学研究科・医学部及
び医学部附属病院医の倫理委員会

• 大阪府地方独立行政法人大阪府立病院
機構評価委員会

• 大阪府医療相談等連絡協議会

• 大阪市地方独立行政法人大阪市民病院
機構評価委員会

・ 国立研究発法人国立がん研究センター

中央病院臨床研究審査委員会



各方面ですすむ患者・市民参画
PPI（Patient and Public Involvement）への協力

• AMED「臨床研究等における患者・市民参画に関す

る動向調査」委員会の委員として『患者・市民参画
（PPI）ガイドブック」作成に参加

• 日本医療機能評価機構Mindｓ内の「患者・市民支

援部会」の委員として診療ガイドライン作成段階か
らの市民参画の模索

• PPIコンソーシアム発起人

• PMDA患者参画検討ワーキンググループのPPI模索
にバンクメンバーが意見具申



医療関係の検討会委員

医療関係団体の代表

支払い側（健保連などの組合関係）

医療経済や情報関係の大学教授

行政関係者（知事や市長、都道府県の幹部など）

患者支援団体や患者会の代表

メディア（新聞記者関係が多い）

会社の経営者



検討会や審議会などの委員

• 行政や医療機関からの要請

• 医療の現状を理解していることが大切

個人的な患者経験の普遍化は禁物

実現不可能な提案になりがち

専門家にならず患者の視点を活かす

• 緊張を強いられる状況

専門家が並ぶなかでの発言

注目される“患者の立場”



一般委員として大切にしたいこと

• 事前資料には目を通して意見構築

• 会議に必要な共有すべき基本的知識を学んで理解す
る

• 出席する以上は1回に1度は意見を述べる

• 冷静に、簡潔でわかりやすく意見を述べる

• 自分の興味にこだわらず俯瞰して物事をとらえる

• 会議は“生き物” 集中してタイミングよく意見を述べ、
時には他の委員への質問、意見、反論も

• 質問や確認の手法で事務局の意見を引き出すことも

• 情報が増えるが一般の視点を維持する

• 患者・市民を“武器”にしない



有効な発言のために必要なこと

• 資料の“文言”に注意

・「等」は何を包含している？

・「望ましい」と「必要がある」では結果が異なる

• 座長や委員、事務局との関係づくり

・どういう意見を述べる委員かで信頼が変わる

・座長や委員の“癖”の理解

• 立場の特徴を生かす

・業界人ではない→潮目を変える発言可能に

・利害がない→受け入れてもらいやすい



知らない間に「望ましい」を「必要がある」
に逆転する闘い

（地域医療構想策定ガイドラインの一部）

また、地域医療構想の策定段階から地域の医
療関係者、保険者及び患者・住民の意見を聴く

必要があることから、都道府県においては、タ
ウンミーティングやヒアリング等、様々な手法に
より、患者・住民の意見を反映する手続をとる
ことや、構想区域ごとに既存の圏域連携会議3
等の場を活用して地域の医療関係者の意見を
反映する手続をとることを検討する必要がある。



注意が必要な表現の違い

大学附属病院等のガバナンスに関する検討会とりまとめ概要

基本的な考え方

○特定機能病院の大宗をしめる大学附属病院は大学の一部門として、教
育・研究・診療の３つのミッションを有し、複雑なガバナンス構造。そうした中
であっても、患者の安全を第一とする高度な医療安全管理体制の確保が何
よりも優先されるべきことが、全ての議論の出発点、大前提。

○こうした観点から、以下について医療法上に明記する。

①高度かつ先端的医療を提供する使命を有する特定機能病院において

は高度な医療安全管理体制の確保が必要であること

②管理者が病院の管理運営権限を有すること

③特定機能病院の開設者は、管理者の適切な選任等、管理者が医療安

全管理等を適切に行うこと担保するための体制確保に責任を負うべき

こと



さまざまに“闘い”がある会議

• 医療事故調査制度

2014年の医療法改正後、省令・通知の内容の検討を巡って

議論紛糾

• オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直
しに関する検討会

初診対面診療の原則の例外として提案・要望があった事例

・男性型脱毛症（AGA) ・勃起不全症（ED） ・季節性アレル

ギー性鼻炎 ・性感染症 ・緊急避妊（薬）

• 厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会

薬機法の改正の議論（2018年）で紛糾した薬局・薬剤師のあ

り方について



患者住民として気をつけたい
最近の動向

• 政府・官邸から降ってくる案件が増
加→結論ありき

• 「規制改革」＝古き慣習を壊す「良い
こと」？

• 医療は「いのち」「からだ」を扱うから
規制も必要
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