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研究成果の概要（和文）：本研究では診断後から治療開始までの段階ごとに必要な支援の変化は認められなかっ
た。診断後すぐはどの患者も不安が強い。医師は治療説明の前にその不安に言及し一緒に考える必要性が示唆さ
れた。患者は特に「質問があるときに医師と話したい」という能動的な関わり方を求めていた。がん患者は、他
者に支援を求めるが、糖尿病と関節リウマチ患者はただ我慢する傾向がみられた。医師の治療とリスクの説明は
理解し易いとしたが、分からないと言えない、具体性に欠けると感じており、医師以外には病を受容する段階で
他の医療スタッフの補足的な説明の支援を求めていた。

研究成果の概要（英文）：This study showed that there was no difference in patients' needs from their
 doctors according to the treatment phases. At diagnosis, they feel anxiety strongly, and doctors 
need to address this anxiety before explaining the treatment plan. Patients desired more proactive 
involvement with their doctor such as having time with their doctor to discuss as needed, instead of
 having a long-winded explanation from their doctor. Cancer patients showed more support-seeking 
attitudes than diabetic and rheumatoid arthritis patients who tended not to ask for help. Most 
patients seemed to easily comprehend their doctor’s explanations about treatment and risks, but a 
sizable minority were unable to visualize the disease progression. However, they were unable to 
speak out about what they did not understand. At this stage, the patients required supplementary 
explanation from other medical staff.

研究分野： リスクコミュニケーション

キーワード： ニーズの変容　リスク理解　説明のタイミング

  ２版
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１． 研究開始当初の背景 
 
医療の質の向上のためには、医療従事者と

患者双方のニーズや意見を取り入れた方策
が必要である。医療の発展に伴い医療の選択
肢が増えたことや、患者の多様なニーズに対
応するためには、医療に患者の視点を反映す
ることは欠かせない。しかし、患者が言いづ
らさを克服できず、医師や看護師に質問など
もせず、治療についてよく理解や納得をして
いないままに治療を受けることがある。その
治療結果が悪い、または患者の期待に沿わな
い場合には、患者の不満や苦情となり、医療
紛争に発展することもある。この傾向は多少
の違いはあるが、世界共通の課題であり、近
年大きな医療問題となっている。苦情は増加
傾向にあり、医療従事者が安心して医療に取
り組む環境にないのも現状である。医療リス
クに対しては、医療従事者側の視点からの方
策が多く、患者の認識と何が医療リスクの理
解を促し、納得して受け入れる医療行動に結
びつくのかが明確になっていない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２． 研究の目的 
 
本研究では、医療従事者が患者への医療リ

スクの説明時に参考となるようなモデルを
提案する。その結果、患者の満足度の向上と
医療従事者が安心できる医療の環境作りを
目的とする。 

 
(1) 国民(患者を含む)の治療と医療リスクに

対する認識の把握 
(2) 患者の治療と医療リスクの理解と受容

に導く主要因の特定とプロセスの推定 
(3) 治療と医療リスクの理解と受容に関す

る医療従事者へのモデルの提案 
 
３． 研究の方法 

 
(1) 20 歳以上の国民（患者を含む）を対象と

して Web アンケート調査を行った。 
 

(2) 研究対象の疾病を、がん、糖尿病、関節
リウマチとし、対象段階を 
 「診断後すぐ」 
 「説明とリスクの理解」 
 「疾病の受容の可能性」 
 「治療を前向きに決断するために必要

な支援」 
 「自分の決断の振り返り」 

に分けて調査をし、分析をした。 
 
(3) 上記の結果に基づき、患者の医療におけ

る満足を促し、医療現場で利用できるよ
うな医療リスクの受け入れと行動変容
までのプロセス・モデルを明らかにする。 

 
4. 研究成果 
 
(1) アンケート調査（全国規模で Web アンケ

ートをし、年齢性別階層別抽出） 
 
回答者は以下のとおり。 
 がん 糖尿病 関節リウ

マチ 
配布数 700 700 700 
回答数(%) 350(50%) 350(50%) 352(50%) 
性別 M 54% M 50% M 37% 
 F 46% F 50% F 63% 
年齢     

20-30 代 4% 8% 11% 
40 代 23% 25% 24% 
50 代 33% 28% 36% 
60 代 28% 33% 20% 

70 代以上 12% 6% 9% 
学歴    

高校 29% 39% 39.8% 
短大･専門学校 21% 26% 27% 
4 年大学以上 50% 35% 33% 

平均世帯年収 590 万円 540 万円 600 万円 
がん疾患別    

乳がん 25%   
大腸がん 13%   

前立腺がん 12%   
胃がん 10%   

甲状腺がん 5%   
その他 47%   

 
(2) 診断後すぐ 
 診断後にどのような思いを持ち、支援を求
めているのかを確認した。「診断後最も気に
かかったこと」は、病気についての不安が全
体で 67%（がん患者 55%, 糖尿病患者 71%, 
関節リウマチ患者 77%）であった。 
診断後の気がかりに対する行動は、「家族

との関わりを大切にした」が全体で 29％（が
ん患者 47%, 糖尿病患者 22%, 関節リウマ
チ患者 19%）、「ただ我慢した」は全体で 34％
（がん患者 21%, 糖尿病患者 37%, 関節リ
ウマチ患者 44%）であった。関節リウマチ患
者だけが、「他の医師の意見を聞いた（セカ
ンド・オピニオンなど）」が我慢した回答者
と同じ 19%あった。 
診断後担当医に期待した支援としては、

「必要なときに質問できること」が全体で
38％（がん患者 41%, 糖尿病患者 37%, 関節
リウマチ患者 35%）、「担当医とよく話ができ
る」が全体で 33%（がん患者 39%, 糖尿病患
者 24%, 関節リウマチ患者 38%）であった。
糖尿病患者は、「特にない」が 32%であった。 

リ 
ス 
ク 

リスクを
納得, 
受容 

治 
療 

治療結果
に納得・
受容 

情報開示 
説明義務 

患者の
視点? 

理
解 

 



2 
 

 
（2）の小括 
 どの患者も診断時の不安が強い。糖尿病は
特に、米国の大規模調査の先行研究で、50%
ほどが不安を持つと言う結果が出されてい
る。本研究では、それよりも多くが不安を持
つことが分かった。がん患者は支援を外にも
求めるが、慢性疾患の患者は医師との対話以
外はただ我慢することが伺われた。担当医に
は、患者が必要としているときに質問できる
という患者の能動的な関わり方を望んでい
ることが示唆された。 
 
(3) 説明に対する理解とリスクの理解 
治療開始までには、治療とそのリスクを理

解する必要がある。患者が治療とそれに伴う
リスクの説明を十分に受け、治療後の不満に
つながらないように納得できたのかについ
ての質問を行った。 
 治療の説明を十分に受けたかについては、
「受けた」（「十分に受けた」と「受けた」）
が全体で 57%（がん患者 73%, 糖尿病患者 
51%, 関節リウマチ患者 48%)。担当医の説明
については、「分かりやすかった」が全体で

48%（がん患者 58%, 糖尿病患者 46%, 関節
リウマチ患者 40%）。「具体的な話が少ない」
は全体では 27%（がん患者 20%, 糖尿病患者 
28%, 関節リウマチ患者 34%）となった。 
 「説明で分からないことを聞けたか」は、
全体で 44%（「よく聞くことができた」と「で
きた」）（がん患者 53%, 糖尿病患者 41%, 関
節リウマチ患者 37%）。患者が病気を理解す
るために主体的に行ったことは、「自分で調
べた」が全体で 52%（がん患者 52%, 糖尿病
患者 47%, 関節リウマチ患者 57%）。治療を
理解するために必要な医師からの支援は、
「（患者が）質問できる十分な時間」が全体
で 35%（がん患者 37%, 糖尿病患者 35%, 関
節リウマチ患者 33%）。「（医師が）説明に十
分時間をかける」が全体では 29%（がん患者 
33%, 糖尿病患者 21%, 関節リウマチ患者
33%）。 

 
 治療のリスクについても同様の質問をし
た。リスクの説明を十分に受けたかについて、
全体で「受けた」（十分に受けたと受けた）
47%（がん患者 63%, 糖尿病患者 38%,関節リ
ウマチ患者 38%）。 
 担当医の説明は、「分かりやすかった」が
全体で 46%（がん患者 59%, 糖尿病患者 41%, 

質問項目

病気についての不安 55%
家族のこと 30%

家族との関わりを大切にした 47%
ただ我慢した 21%

Q3.担当医と話したい時間 (期待･必要） 30分 45%
60分 16%
20分 12%

Q4.担当医と話した時間 (実際） 30分 25%
10分 23%
20分 15%

Q8.診断後担当医からの支援 必要なときに質問できること 41%
担当医とよく話ができること 39%

診
断
後
す
ぐ

がん
n=350

Q1.診断後一番気にかかったこと

Q2.気になったことで自分が行ったこと

質問項目

病気についての不安 71%
何も考えられない 9%

ただ我慢した 37%
家族との関わりを大切にした 22%

Q3.担当医と話したい時間 (期待･必要） 30分 26%
10分 24%
15分 15%

Q4.担当医と話した時間 (実際） 10分 32%
5分 23%
15分 14%

Q8.診断後担当医からの支援 必要なときに質問できること 37%
特にない 32%

Q1.診断後一番気にかかったこと

Q2.気になったことで自分が行ったこと

糖尿病
n=350

診
断
後
す
ぐ

質問項目

病気についての不安 77%
どこの病院に行けばいいのかわからなかった8%

ただ我慢した 44%
家族との関わりを大切にした 19%
他の医師の意見(SOなど） 19%

Q3.担当医と話したい時間 (期待･必要） 30分 24%
15分 22%
10分 22%

Q4.担当医と話した時間 (実際） 10分 28%
5分 22%
15分 18%

Q8.診断後担当医からの支援 担当医とよく話ができること 38%
必要なときに質問できること 35%

診
断
後
す
ぐ

Q1.診断後一番気にかかったこと

Q2.気になったことで自分が行ったこと

関節リウマチ
n=352

質問項目

Q12.治療の説明を十分に受けたか 受けた 49%
十分に受けた 24%
少し受けた 15%

Q13.説明を把握するために行ったこと 自分で調べた 52%
家族と話し合いをした 17%

Q14.担当医の説明をどう感じたか 分かりやすかった 58%
具体的な話が少ない 20%

聞けた 42%
Q15.説明で分からないことを聞けたか 少し聞けた 26%

よく聞けた 11%

Q19.説明時の担当医の支援 質問できる十分な時間 37%
十分に時間をかけた説明 33%

説
明
に
対
す
る
理
解

がん
n=350

質問項目

Q12.治療の説明を十分に受けたか 受けた 40%
少し受けた 23%
十分に受けた 11%

Q13.説明を把握するために行ったこと 自分で調べた 47%
何もしなかった 21%

Q14.担当医の説明をどう感じたか 分かりやすかった 46%
具体的な話が少ない 28%
時間が短い 22%
聞けた 35%

Q15.説明で分からないことを聞けたか 少し聞けた 30%
よく聞けた 6%

Q19.説明時の担当医の支援 質問できる十分な時間 35%
特に必要なかった 31%

説
明
に
対
す
る
理
解

糖尿病
n=350

質問項目

Q12.治療の説明を十分に受けたか 受けた 38%
少し受けた 23%
十分に受けた 10%

Q13.説明を把握するために行ったこと 自分で調べた 57%
担当医と話すようにした 16%

Q14.担当医の説明をどう感じたか 分かりやすかった 40%
具体的な話が少ない 34%

聞けた 33%
Q15.説明で分からないことを聞けたか 少し聞けた 30%

よく聞けた 4%

Q19.説明時の担当医の支援 質問できる十分な時間 33%
十分に時間をかけた説明 33%

関節リウマチ
n=352

説
明
に
対
す
る
理
解
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関節リウマチ患者 37%）。「具体的な話が少な
かった」は全体では 28%（がん患者 21%, 糖
尿病患者 30%, 関節リウマチ患者 33%）。 
 「説明で分からないことを聞けたか」は、
「よく聞くことができた」と「できた」が全
体で 36%（がん患者 47%, 糖尿病患者 31%, 
関節リウマチ患者 31%）。 
 患者が病気を理解するために主体的に行
ったことは、「自分で調べた」が全体で 51%
（がん患者 50%, 糖尿病患者 42%, 関節リ
ウマチ患者 60%）。「何もしなかった」のは全
体で21%であったが、糖尿病患者だけが34%。 
リスクを理解するために必要な医師から

の支援は、「（患者が）質問できる十分な時間」
が全体で 32%（がん患者 37%, 糖尿病患者 
28%, 関節リウマチ患者 31%）「特に必要な
い」は全体で 25%（がん患者 15%, 糖尿病患
者 37%、関節リウマチ患者 24%）であった。 
 また、医師以外の支援は、医師とは別に「リ
スクの説明をしてくれる窓口」を望むものが
全体で 29%（がん患者 31%, 糖尿病 25%, 関
節リウマチ 31%）。「特にない」が全体で 50%
（がん患者 39%, 糖尿病患者 57%, 51%）。 

 
(3)の小括 
 治療とリスクの説明では、回答者の半数ほ
どが説明は分かりやすかったとしたが、同時

に具体的な話が少ないと感じた者が3分の１
程度あった。また、積極的に理解しようとす
る行動の結果を医学的に確認することがで
きず独断的になっている可能性が半数ほど
あることが示唆された。リスクに対しては
「医師に分からないことを聞く」という行動
がより少なくなっていた。 
 
(4) 治療の受容 
 治療を開始するまでに、治療を受容し、医
師からの治療計画を主体的に決断できるの
かについて質問をした。 
 「治療を受け入れられるか」については、
受け入れられる（すべて受け入れられる＋受
け入れられる）が 全体では 62%（がん患者
73%, 糖尿病患者 54%, 関節リウマチ患者 
58%）であった。「治療を受け入れられないこ
とを医師に伝えたか」に対しては、伝えるこ
とができた（よくできた＋できた）が全体で
は 38%（がん患者 49%, 糖尿患者 33%, 関節
リウマチ患者 33%）であった。治療を受容す
るための行動は、「自分で調べた」が全体で
47%（がん患者 45%, 糖尿病患者 41%, 関節リ
ウマチ患者 53%）であった。しかし、糖尿病
患者と関節リウマチ患者では、何もしないが
各々34%, 19%みられた。 
 治療を受容するために医師から必要な支
援は、「必要なときに質問できること」が最
も多く、全体では 40%（がん患者 45%, 糖尿
病患者 37%、関節リウマチ患者 39%）であっ
た。しかし、糖尿病患者では、「特に支援は
必要ない」とする回答が 35%あった。 
 
(4)の小括 
 治療提案については、がん患者は概ね受容
できるとするが、慢性疾患の患者は半分以下
に止まった。そのことを医師に伝えられるの
は半数以下であった。治療内容を自分で調べ
ることは全体の約半数が実行しているが、糖
尿病では「何もしない」という回答が 3割以
上あった。担当医には患者が必要なときに質
問できる能動的な関わりを求めるが、糖尿病
では、支援を必要ないという回答が多かった。 
 
（5）治療計画を主体的に決断するために必
要なこと 
 診断と治療計画を立てるのは医師だが、患
者の決断と主体的な治療行動が治療結果に
影響することは先行研究でも多く指摘され
ている。 
 「自分で治療の決断を自分したか」は全体
で 72%（がん患者 80%, 糖尿病患者 67%, 関
節リウマチ患者 68%）。その決断のために自
分で行ったことは、全体では「何もしなかっ
た」が多く、全体で 41%（がん患者 24%, 糖
尿病患者 51%, 関節リウマチ患者 46%）。「家
族と相談した」は、全体では 24%（がん患者
39%, 糖尿病患者 15%, 関節リウマチ患者 
17%）であった。患者が主体的に決断するの

質問項目

Q23.リスクの説明を十分に受けたか 受けた 31%
あまり受けていない 26%

Q24.リスクを把握するために行ったこと 自分で調べた 42%
何もしなかった 34%

Q25.リスクの説明をどう思ったか 分かりやすかった 41%
具体的な話が少ない 30%

Q26.リスクで分からないことを聞けたか 少し聞けた 30%
聞けた 27%

Q30.リスクについて担当医の支援 特にない 37%
質問できる十分な時間 28%

リ
ス
ク
の
理
解

糖尿病
n=350

質問項目

Q23.リスクの説明を十分に受けたか 受けた 32%
少し受けた 25%

Q24.リスクを把握するために行ったこと 自分で調べた 60%
何もしなかった 18%

Q25.リスクの説明をどう思ったか 分かりやすかった 37%
具体的な話が少ない 33%

Q26.リスクで分からないことを聞けたか あまり聞けなかった 29%
少し聞けた 28%
聞けた 27%

Q30.リスクについて担当医の支援 質問できる十分な時間 31%
十分に時間をかけた説明 31%

リ
ス
ク
の
理
解

関節リウマチ
n=352

質問項目

Q23.リスクの説明を十分に受けたか 受けた 45%
少し受けた 21%

Q24.リスクを把握するために行ったこと 自分で調べた 50%
担当医と話すようにした 15%

Q25.リスクの説明をどう思ったか 分かりやすかった 59%
具体的な話が少ない 21%

Q26.リスクで分からないことを聞けたか 聞けた 41%
少し聞けた 28%

Q30.リスクについて担当医の支援 質問できる十分な時間 37%
十分に時間をかけた説明 32%

リ
ス
ク
の
理
解

がん
n=350
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に必要な医師からの支援は、「必要なときに
質問ができる」が全体で 37%（がん患者 42%, 
糖尿病患者 37%, 関節リウマチ患者 39%）。
糖尿病患者では、「特に必要ない」が 37%。 
 
（5）の小括 
 概ね、どの疾患の患者も治療の決断は主体
的に行っていたが、慢性疾患ではその割合が
低下する。治療の決断のために、担当医と話
すことは 40%前後の回答者が大切と考えるが、
それ以外の支援については、がん患者の 2.5
割程度は家族に相談するが、糖尿病と関節リ
ウマチ患者は支援を期待せず、決断のために
「何もしない」も 4割ほどあった。 
 
(6) 自分の治療決断を振り返って 
  自分の決断については、「悔いはない」
が全体では 62%（がん患者 71%, 糖尿病患者 
54%, 関節リウマチ患者 61%）で、「概ね納得
している」は全体で 26%（がん患者 21%, 糖
尿病患者 32%, 関節リウマチ患者 26%）。「悔
いが残る及びやり直したい」は全体では 
12％(がん患者 8%, 糖尿病患者 14%, 関節
リウマチ患者 13%）であった。 
 悔いが残るとした回答者は 124 名（がん患
者 29 名, 糖尿病患者 50 名, 関節リウマチ
患者 45 名）。悔いの原因は「期待した状態に
回復しなかった」がん患者 48%, 糖尿病患者 
28%, 関節リウマチ患者 53%。「今までできた
ことができない」がん患者 21%, 糖尿病患者 
38%, 関節リウマチ患者 18%。「リスクが自分
に起こるとは思わなかった」がん患者 28%, 
糖尿病患者 22%, 関節リウマチ患者 22%とな
った。後悔しないためには、「医師が今後の
ことを具体的に伝える」が全体では 39%（が
ん患者 46%, 糖尿病患者 31%, 関節リウマ
チ患者 39%）であった。 
 
（6）の小括 
 治療後の結果は、どの疾患の患者もほとん
どが納得または後悔はないとしていた。しか
し、15%前後が「後悔ある」とし、その原因
にはリスクへの認知が低い、回復状態が期待
にそぐわないことが挙げられた。これらを解
決するためには、医師の説明が具体的であり、
将来をイメージできることを必要としてい
た。 
 
（7）糖尿病とがん患者との比較 
 慢性疾患と急性期疾患では、治療へのアプ
ローチが異なるため、それぞれの段階で求め
ている支援や情報が異なるのではないかと
考え比較した。結果は以下の通り。 
＜診断後すぐ＞ 

小括：両疾患群患者ともに多数が不安を持つ
が、糖尿病患者では有意に多く不安を持って
いた。(p<0.05) 
 

小括：診断後、糖尿病患者は約 35%, がん患
者は約 61%が誰かに支援を求めた。しかし、
糖尿病患者の約 37%が特に支援を求めないと
している。 
 
＜3段階の比較＞ 

 
小括：診断後、治療や病の受容、提案された
治療計画の断する時に必要としている支援
は大きくは変化しなかった。主に糖尿病とが
ん患者が求めているのは、必要なときに医師
に質問ができることと、よく話ができること
であった。しかし、糖尿病患者の「特に支援
は必要ない」という回答が、どの段階でも 35%
前後あった。担当医以外からの支援について
は、診断後すぐよりも、少し後病を受容する
ときであった。 
 
＜治療の説明およびリスクの理解＞ 
小括：治療とリスクの説明に関しては、糖尿
病とがん患者ともに 50%前後が分かりやすい
と感じていたが、両者とも「具体的な話が少
ない」が 25%前後あった。両者ともに、担当
医には質問ができる時間を十分にとること
を望んでいた。しかし、糖尿病患者では、リ
スクを理解するために支援を求めるのは有

気にかかることについて、自分で行ったことを教えてください

担当医からはどのような支援が必要だったか教えてください

がん

糖尿病

診断後すぐに、一番気にかかったことを一つ教えてください

がん

糖尿病

担当医以外（看護師等の医療スタッフや家族、友人、患者会等）
からはどのような支援が必要だったか教えてください
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意に低く(p<0.05)、また、「特に必要ない」
とする回答が 35%前後あった。担当医以外か
らの支援については、両患者群ともに、「特
にない」とする回答が多いが、医師以外の医
療スタッフによる相談窓口については 30%前
後必要とした。 
結果は以下の通り。 
 

（8）総括 
 本研究では治療までの段階ごとに必要な
支援ニーズの変化はなかった。どの疾患でも
診断後すぐには不安感が強い。治療への動機
付けには適度な不安は必要であるが、どのよ
うにしたら診断時に持つ不安を適切な治療
への受療行動へ導くことができるのかにつ
いては、今後の課題である。医療者は治療の
話をする前に、診断後の不安については時間
を割く必要性が示唆された。患者自身の診断
後の気がかりへの対処方法は、どの疾患の患
者も必要な時に医師に質問ができるという
能動的な関わり方を求めていた。さらに、が
ん患者は、家族やセカンド・オピニオンなど
他者に支援を求める傾向があるが、糖尿病と
関節リウマチはただ我慢する傾向にあり、ど
の段階においても支援を求めることについ
ては消極的であった。また、病を引き受けよ
うとする段階で、初めて医師以外の医療スタ
ッフからの補足的な説明を積極的に求める
傾向がみられた。 
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担当医に期待する支援を教えてください
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