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診断エラーと患者安全

診断エラー予防の重要性
従来の医療安全理論はシステムエラーの予防を中心に構築されていた．確かに，スイス
チーズモデルによるエラー理論やコミュニケーションやエルゴノミクスの改善によってエ
ラー予防を図ろうとした努力は一定の成果をもたらした．しかしながら最近になり，患者
安全における診断エラー予防の重要性が強調されてきている※．実際，患者診療では，担
当する個々の医師の認知的判断に拠る部分が大きい．誤診や診断の遅れやそれに伴う治療
介入の遅れは，しばしば致死的な結果となることがある．しかも，診断エラーの頻度は意
外に多いということも判明してきている．
このような背景から近年，アメリカの National Academy of Medicine（NAM）が Improving
Diagnosis in Healthcare というレポートを発表した．NAM は IOM（Institute of Medicine）
が改変されてできたものであり，IOM は To Err Is Human などの医療安全関連のレポー
トも出した機関である．Improving Diagnosis in Healthcare は，医療安全において診断エ
ラーの予防はこれまであまり検討されてこなかった分野であるが，今後改善すべき分野で
ある，と述べている（http://iom.nationalacademies.org/）．そして，このレポートが発表
されてから，メジャーな臨床医学系雑誌や学術会議などでこのテーマが取り上げられるよ
うになったのである．
徳田 安春（群星沖縄臨床研修センター）

※：Tokuda Y. Diagnostic Error in Japan. Journal of General and Family Medicine 16:227-8, 2015
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診断エラーとは何か？
What is Diagnostic Error ?
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東京都立多摩総合医療センター／救急・総合診療センター
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また，診断エラーについて大きく 3 つの分類を行うこ

Ⅰ．診断エラーの定義と分類

とができるとされている．

2015 年 に 発 行 さ れ た 米 国 医 学 研 究 所 の レ ポ ー ト
Improving diagnosis in healthcare

1）

では診断エラーに

ついて下記の通り定義されている．

２．診断エラーの 3 つの分類
①診断の見逃し（Missed diagnosis）：本当は A という
疾患に罹患しているが，罹患していないと診断した
②診断の間違い（Wrong diagnosis）
：A という疾患を B

１．診断エラーの定義

という別の疾患に診断した

患者の健康問題について正確で適時な解釈が為されな
いこと

もしくは

その説明が患者に為されないこと

③診断の遅れ（Delayed diagnosis）
：A という疾患の診
断が適切なタイミングで行われず，遅れてしまった
この 3 つの分類については相互に重なり合う部分があ

という表現

り，診断エラー全体を満たすように設定されている．実

については定義と評価が困難である．最終的な診断が得

際の診断エラーの事例ではどれか 1 つに当てはめること

られた後に，前の時点での臨床現場の文脈としては

は不可能であり，3 つの要素のうち複数を満たす事例も

しかしながら，この

切に

正確で ・ 適時な

適

行われてきたはずの診断過程について，後方視的

には見逃しがある，
遅れがあると指摘される傾向がある．
診断エラーが存在したかどうか，その判断の妥当性の評
価が困難であり，診断エラーの定量化においては現在も
試行錯誤が続いている．
また，医療者と患者の間で説明が行われたという点に

多く存在する．

Ⅱ．診断エラーの歴史
2000 年に発行された米国医学研究所のレポート
は誰でも間違える（To Err is Human）

2）

人

において，米

おいては，診断エラーが単純に医療者側の問題として取

国では年間に 44000 人（最大では 98000 人）程度が医療

り扱われるのみならず，医療者と患者側の相互の関係性

のエラーにより亡くなっているとの報告が為され，患者

の中で成り立っていることの表れとして，非常に重要な

安全は今後医療において取り組まれるべき大きな課題で

ものと考えられる．

あることが示された．医療のエラーの中には診断，治

現実的には，疾患がまだ完成しきっていない段階での

療，予防，その他のエラーが含まれており，これらのエ

受診の場合，症状・身体所見・検査所見などのすべてが

ラーは特定の個人や集団の不注意や不誠実さの問題では

不正確になりがちである．
医療者と患者側双方が認識し，

なく，彼らを間違いや失敗に誘導してしまうシステムや

合議のもとで判断を行い，適切に時系列の中で経過を追

過程，環境などの影響により生じるものであるとも述べ

っていくことが必要になるであろう．

られている．エラーが生じた時に個人を責めるのみでは
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システムの改善に寄与する部分は少なく，今後エラーに

表１

直面しうることから個人を守るためにより安全なシステ
その後，2015 年に発行された米国医学研究所のレポ
ート
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1）

 断エラーの頻度を推定するために用いられ
診
た調査方法 3）

調査方法

ムの構築を目指すべきであると提言されている．

誰もが診断エラーに直面する可能性があり，正確な診断
を得るということが医療における重要な要素であるにも
関わらず，その重要性が正しく評価されていないこと，
測定方法も確立されておらず重大事象が起こった際に後
方視的にエラーが認識されているのみであることが強調
された．このレポートの中では，診断エラーが非常に大
きな医療の課題であること，この課題に対して医療者，
患者，政府組織が一丸となって取り組む必要があること
が示されている．また，
医療職と患者の協働関係（Patient
Engagement）が診断の改善のために重要な要素である
こと，診断に対して医師単独ではなく医療専門職，患者，
患者家族がチームとして協同して診断にあたることが必
要であるとも述べられている．

Ⅲ．診断エラーの疫学

ある研究では，対象患者の管理方法を変更させ
たと思われるような，予期されていなかった大
きな乖離が 10-20％程度の症例に発見された．

患者や医
療提供者
の調査

ある研究では，対象患者のうちの三分の一が彼
/ 彼女ら自身，家族，親しい友人に影響のあっ
た診断エラーに関わったことがあると述べた．
調査対象となった小児科医の半数以上が月に 1
回か 2 回の診断エラーに関わったと報告した．

規定され ある研究では，診療所に受診する一般的な疾患
た疾患を （慢性閉塞性肺疾患，関節リウマチ，その他）
有する患 を有する患者群の 13％に対して内科医は誤っ
た診断を下した．
者群
検査結果
の見直し

ある研究では，10-30％の乳がんはマンモグラ
フィーで見逃された．また別の研究では，1-2
％のがん患者は生検標本の病理結果を誤って評
価された．

診断的検
査の監査

検査室検査に関連したエラーは，診断エラーの
中で最も頻度の高いものであると報告されてい
る．

医療過誤
請求

診断エラーに関連した問題が医療過誤請求の中
で最も大きな要因であると報告されている．

症例報告
集

ある研究では，喘息の患者で正しい診断が下る
までの診断の遅れの平均は 3 年，もしくは 7 回
の受診であった．別の研究では，12-51％のくも
膜下出血の患者が救急外来で見逃されていた．
また別の研究では，1000 件の病院での死亡に
おいて，5％は防ぎうるものであり，その中で
最も頻度の高い要因は診断エラーであった．

自発的な
報告

英国の国立組織に 2 年間で 1674 件の診断エラ
ーのレポートが報告され，それは報告されたす
べてのインシデントの 0.5％にあたるものであ
った．

診断エラーの疫学としては，前述の通り定量化が困難
なため後方視的な調査手法によって構築された疫学情報
が主なものとなっており，明確な診断エラーの頻度を述

主な結果の例

剖検

において初

めて診断エラーに特化した報告が為された．生涯の中で

集

べるのは困難な状況がある．Graber の報告 3）によれば，
剖検，患者や医療提供者の調査，特異な疾患を有する患
者群，検査結果の見直し，診断的検査の監査，医療過誤

％以上で認められたとしている．主観的な診断基準や高

請求，症例報告集，自発的な報告などが調査方法の代表

齢者に対して検証されていない診断基準が使用されるこ

例として挙げられ，
主な研究結果は下記のようなもの（表

となどにより，過剰診断につながる傾向があると示され

1）である．

ている．

その他の疫学情報として，2014 年に Singh らが行っ
た外来患者を対象とした研究 4）では，大規模な米国の 3
つの観察研究（プライマリ・ケア研究，大腸がん研究，

Ⅳ．診断エラーの分類

肺がん研究）からは約 5％程度の診断エラー発生率があ

これらの診断エラーが起こる背景にあるのは，診断プ

るとの報告がされ，過去の研究結果と合わせてそのうち

ロセスの複雑性，認知バイアスの影響，システムの影響

半数は深刻な害を生じた可能性があると報告している．

などである．

ま た， 前 述 の

Improving diagnosis in healthcare

1）

患者に健康問題が発生した後，暫定的な診断が導かれ

の 中 で は Underdiagnosis（ 過 小 診 断 ） の み な ら ず

治療・フォローアップが行われるまでには下記のような

Overdiagnosis（ 過 剰 診 断 ） の 問 題 に つ い て も 触 れ ら

診断プロセス（図 1）が生じる．

れている．65 歳以上の高齢者を対象とした Systematic

これらの過程の中で特に情報収集，情報統合・解釈，

においては，慢性閉塞性肺疾患，認知症，パ

暫定診断の 3 つの過程において，認知バイアスの影響，

ーキンソン病，心不全，脳梗塞，急性心筋梗塞などで診

システム（環境・状況・組織要因）の影響を受けるため，

断エラー率が過剰診断 / 過少診断の両面をあわせて 10

正確な診断を行うのは非常に困難であることが示されて

Review

5）

診断エラーとは何か？
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情報統合・解釈
情報収集は
充分に行われたか？

健康問題
発生

病歴聴取・ 身体所見
医療面接

医療機関
受診

診断に関
する対話

紹介・コンサ 診断的検査
ルテーション

情報収集

患者に対して
行われる，
健康問題に
関する説明

暫定診断

時間

図１

治療

結果

診断に基づいて 患者とシステムに
計画された
とっての結果
ケアの行程
診断エラー，
ニアミス，
正確で適時な
診断などからの学習

Improving diagnosis in health care:
The National Academy of Sciences

診断プロセスの流れ 1）
表２

いる．
また，Graber らが示した後方視的な研究

6）

によれば，

100 人の患者に生じていた 592 件の診断エラーの内訳と

代表的な認知バイアスの例

ヒューリステ
ィック

思考過程をショートカットしてしまうこと
代表性：最も典型的 / 代表的なプレゼンテ
ーションの疾患に絞ってしまうこと
利用可能性：1 つの疾患を思い浮かべ， そ
の疾患だろう と考えてしまうこと

アンカリング
効果

診療情報の限られた側面のみに注目し，追
加情報を無視する

確証バイアス

暫定診断を確定するための情報を優先し，
都合の悪い情報の収集を行わない

して，認知エラーが 320 件，システムエラーが 228 件，
患者要因・非典型な病歴などが 44 件であったと報告し
ている．また，認知エラーのうち情報統合エラーが 265
件，情報収集の失敗が 45 件，知識・技術不足が 11 件で
あったとされている．知識・技術不足は診断エラー 592
件のうちわずか 11 件である一方で，認知エラーとシス
テムエラーが大多数を占めたという事実に着目すべきで

が行われており，代表的な内容（表 2）を示す 8）．いず

ある．

れも直観的診断（System 1）と表裏一体であり，前述の

システムエラーを招きうる状況として，状況・環境・
組織要因の影響は大きいものである．医療資源（設備，

疲労，陰性感情などに影響を受けやすいものである．
なお，プライマリ・ケアを対象とした診断エラーの

人手，時間）の不足を基にした医療者側のストレス，疲

systematic review

労，過剰な労働負荷，患者に対する陰性感情などが代表

る要素として，非典型な病状経過，疾患の特徴的な要

的なものであり ，次項に記載する認知バイアスにも大

素を欠く病状経過，有病率の低い疾患群，共存症（co-

きな影響を与えている．

morbidity）の存在とともに，認知バイアスの問題が大き

7）

Ⅴ．認知バイアスの影響
認知とは，人間が目の前の事象を認識し行動に移すま
での一連の過程のことである．認知を司る我々人間の脳

9）

においては，診断エラーにつなが

いことが示されている．

Ⅵ．診断エラー改善のために
システム（環境・状況・組織要因）の改善とともに，

は容易に感情や周辺状況に影響を受けることが既に示さ

認知バイアスに対して個人・組織の両面で対策を取るこ

れており，それにより生じる認知の歪みのことを認知バ

とが非常に重要であると複数の研究で述べられている．

イアスと言う．この認知バイアスについては詳細な分類

具体的な例としては，下記（表 3）のような内容が示さ
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特
表３

認知バイアスに対する介入策 10, 11）

集

また，診断については診断医や医療職のみで行われる

①診断エラーに対する教育
・疲労など，エラーを誘発する状況について教育する
・認知バイアスについて習熟する
・Must rule outs/Worst case scenario を活用する

ものではなく，患者との協働関係（Patient Engagement）

②自分で行う注意喚起
・怠惰や，時間的な制約などの環境要因について認識す
る
・病歴聴取時に認知バイアスの影響を受けた可能性を考
慮する

ける不確実性や医療の限界なども含めて，患者との合

③組織で提供資源 / 介入する内容
・最終判断を訂正する / 暫定診断を見直す機会を提供する
・ 診断タイムアウト などの stopping rules を活用する
・IT 技術を活用する
・組織内での診断エラーについて系統的に追跡する

れている．
また，
Singh らは Sociotechnical Work System を提唱し，

が重要であるとされている．患者・患者家族と医療専門
職がチームとして活動することが必要であり，医療にお
議の上で診断に関する意思決定が行われるべきである
（Shared Decision Making）
．このような患者との協働関
係（Patient Engagement）の重要性については柏木論文
で詳細を述べる．

Ⅶ．日本の診断エラーに関する現状と今後
診断エラーは医療におけるエラーの中でも大きな部分
を占め，非常に問題となっている．しかしながら，現時

その中で診断プロセスを以下の 4 つの次元に分け，局面

点で本邦においてはその認識が低く，疫学データもほと

ごとに組織的に診断エラーの改善を図ることを提唱して

んど存在しないのが現状である．また診断エラーが生じ

いる （表 4）
．

た場合の責任についても，医療者個人の知識・技術不足

12）

表４

診断プロセスへのシステム介入策

①患者と医療者が接触する時
・医療者の臨床推論の能力を向上させる
診療を振り返る（臨床推論と決断を critical に吟味）
診断を再考する（特に治療が効果的でない場合）
・医療者と患者が効果的にコミュニケートする技術を向
上させる
・医療者の知識を向上させる
チェックリストを活用する
患者の診断結果を追跡する
シミュレーションベースの訓練を考慮する，医療者の
症例経過への曝露数を増やす
②検査の性能と結果の解釈を行う時
・医療者の臨床推論を向上させる
診療を振り返る（臨床推論と決断を critical に吟味）
診断を再考する（特に治療が効果的でない場合）
健康的な懐疑主義を保つ
・医療者の認知面でのサポートを活用する
Web ベースの診断補助ツール（鑑別診断想起）の力を
借りる
他人（同僚や専門家）の力を借りる

が強調されがちである．2015 年に発行された米国医学
研究所のレポート

1）

Improving diagnosis in healthcare

で強調されているように，診断エラーにおいては個人の
知識・技術不足の影響は僅かであり，認知バイアスの影
響とシステム（環境・状況・組織要因）が大きな影響を
与えていることが示されている．米国と同様に，本邦に
おいても医療者と患者への診断エラーに関する知識の啓
蒙，臨床現場でのデータ収集を行うとともに，個人のみ
ならず国家を挙げての組織的な介入を構築することが必
要であると思われる．
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・複数のコンサルタントを含めて，診断をチームとして
再検討する

9 ）Kostopoulou O et al; Fam Pract 2008 Dec;25(6):400-13.

4 ）Singh H et al; BMJ Qual Saf 2014 Sep; 23(9):727-31.
5 ）Skinner TR et al; Int J Gen Med 2016 May 20;9;137-46.
6 ）G ra b e r M L e t a l ;Ar c h I n t e r n Med. 2005 J ul
11;165(13):1493-9.
7 ）Bordage G.Acad Med.1999 Oct 74(10 Suppl):S138-43.
8 ）Croskerry P.Acad Med 2003 Aug;78(8):775-80.
10）Singh H et al;BMJ Qual Saf.2013 Oct;22 Suppl 2:ii65-ii72.
11）Singh H et al;BMJ Qual Saf.2012 Feb;21(2):160-170.
12）Singh H, Sittig DF.BMJ Qual Saf. 2015; 24:103-10.
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システム改善の観点からの患者安全教育
− Morbidity & Mortality カンファレンスの活用−

Education of System-based Improvement for Patient Safety
− Application of Morbidity and Mortality Conference −

井上 真智子 INOUE, Machiko
浜松医科大学地域家庭医療学講座

Department of Family and Community Medicine, Hamamatsu University School of Medicine

化の重要性について述べる．その中で，筆者が 2016 年

Ⅰ．はじめに

に米国ハーバード大学医学部教育病院である Beth Israel
Deaconess Medical Center（BIDMC）において視察した

1999 年，Institute of Medicine（IOM）により “To Err
is Human: Building A Safer Health System” が発表されて
以来，医療におけるエラーのとらえ方に大きなパラダイ
ムシフトが生じた ．米国ではエラーによる死亡が死因
1）

の第 3 位と推計され 2），入院患者の約１割が医療に起因

内容についても紹介する．

Ⅱ．医師卒後教育における患者安全の位
置づけ

する有害事象を経験しているとも言われているが，その

米国ですべての診療科における卒後研修プログラムを

原因は，エラーに携わった個々の医療者のもつ能力や行

評価・認証する卒後医学教育認定評議会（ACGME）は，

動の問題ではなく，医療提供システムの中にある問題で

2002 年，卒後研修終了時にすべての医師が身につける

あると考えられるようになった ．内科の診断エラー症

べき 6 つのコア・コンピテンシーとして，患者へのケア，

例の分析から，その 74％に認知的要因が，65％にシス

医学知識，対人・コミュニケーションスキル，プロフェ

テム的要因が関連していると言われている ．かつては

ッショナリズム，実践に基づく学習・改善（Practice-based

医師個人の失敗と考えられがちだった診断エラーについ

Learning and Improvement：PBLI），システムに基づく

て，エラーが起きた状況や背景を認知バイアスおよびシ

診療（System-based Practice：SBP）を掲げた 5, 6）．これ

ステムの観点から詳しく分析し，同様のエラーを予防す

ら 6 つのコンピテンシーの中でも，現場の教育に大きな

る取り組みを医療システム的にチームで実践することが

影響を及ぼしたのは PBLI と SBP が必須となったこと

重要であるという考えにシフトしている ．このような

である．これにより，すべての卒後医師研修プログラム

背景を受けて，システムの観点における医療の質向上と

が，医療の質向上・患者安全についての教育を行うこと

患者安全に関する教育は，現在，医師・医療者の養成に

が重要課題として取り上げることが必要となった 7）．

3）

4）

3）

おける中心的な課題となっている．

加えて，ACGME は研修環境のより具体的な評価を

本稿では，米国，カナダでの例を中心に，①医師卒後

行 う た め，2014 年 よ り「 臨 床 学 習 環 境 評 価（Clinical

教育における患者安全の位置づけ，②教育的取り組みの

Learning Environment Review：CLER）」 を 開 始 し て い

代表例として Morbidity and Mortality（M&M）カンフ

る 8）．その主要な評価分野６つの中に，患者安全と医療

ァレンスの新たな活用，③患者安全推進のための安全文

の質が挙げられ，レジデントがこれらに関する教育をど
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の程度受けているかが評価されるようになっている．こ

クロシステムとして機能し，ミクロシステムは，医療機

の動きも，患者安全に関する教育の強化に向けて後押し

関内のより大きなシステム（メゾシステム）の中にある．

するものとなっており，具体的には，安全上の問題のあ

このメゾシステムはさらに，医療機関全体や他の施設，

ったケースについて指導者のもとで事例分析（レビュー）

保険会社などを結ぶ医療提供システム全体（マクロシス

を行い，質向上のための取り組みを実際に行う経験がで

テム）の中に埋め込まれている．これらのシステム要因

きたどうかなどが評価される．しかし，2016 年に発表

が複雑に関連しあい，患者が医療機関を受診した際の対

されたベースライン調査の結果によると，多くの研修施

応，診断・マネジメント，フォローなどが成り立ってい

設において，レジデントはエラーの事例に関する十分な

る 14, 15）．患者にとって有害なアウトカムが生じた（ある

フィードバックを受けているとはいえず，組織的なシス

いは生じ得た）事例において，システムの観点から何が

テム改善に取り組むための経験学習の機会が提供されて

どう影響していたかをデータや現場の状況に基づいて分

いないと報告されている．このベンチマークの結果をも

析し，再発予防のためにどのような改善がなされるべき

とに，各施設において，今後改善が期待されている ．

かを科学的に検討する力を医療者に養成することが必要

当然ながら，米国以外における諸国でも患者安全教育

であり，そのための環境・文化づくりが教育医療機関に

が研修の必須項目の一つとなった．英国の卒後医学教育

おいて求められている 16）．そこで，その取り組みの代

においては，General Medical Council の提示する標準的

表例ともいえる M&M カンファレンスの新たな活用に

診療である Good Medical Practice の 4 つのコア領域の

ついて，以下に詳しく述べる．

9）

一つに患者安全が位置づけられている

．また，カナ

10）

ダ Royal College of Physicians and Surgeons of Canada の
医師のコンピテンシーフレームワークである CanMEDS
は，2015 年に改訂版が出されているが，その改訂項目
には患者安全への知見・取り組みや安全文化に関する内
容が大きく取り上げられている

Ⅲ．Morbidity and Mortality（M&M）
カンファレンスの新たな活用
１．M&M カンファレンスの流れと構造

．同時に，質向上に

M&M カンファレンスは，1983 年 ACGME によって

関してレジデントに教育するための指導者向けガイドも

卒後研修において必修化されて以来，教育目的のカンフ

提示された

．このように，医師をはじめとした医療

ァレンスの中で重要な位置を占めてきた 17, 18）．その歴史

者教育の場において，エラーに対する事例検討，特にシ

的背景については割愛するが，主として，死亡例など重

ステムの観点からの分析や予防のための計画立案・実践

篤な転帰をたどった症例から学びを得るため，医学的な

の経験という学習機会を提供することの重要性の認識が

側面から経過をレトロスペクティブに振り返り，診断・

広まりつつある．

治療がうまくいかなかった原因を検討する，
「あのとき

11）

12）

学ぶべき事項のコアとして，まず，患者安全が脅かさ

なぜこの検査をしなかったのか」といったようなコメン

れる事象の背景に，複雑な医療システムが関連しあって

トがなされる，いわば反省会のような症例検討会である

存在していることを理解することがある．背景要因を

ことが通例だった．しかし，前述のように卒後研修のコ

分析するために，根本原因分析（Root Cause Analysis）
，

ア・コンピテンシーの中に，PBLI と SBP が掲げられる

5 Whys，Process mapping などの手法が用いられるが，

ようになってからは，この M&M カンファレンスの位

これらの手法を適切に用いることができるというだけで

置づけについて変化がみられている．特に，診断エラー

なく，要因間の関係や改善・予防のための有効な対策

の発生について，その背後にある複数の要因として，認

を考察することができることも教育目標となる．特に，

知バイアス，うまく機能しなかったシステムやコミュニ

2000 年代半ばから診療部門は Clinical microsystem とし

ケーションなどを洗い出し，改善課題をオープンかつ客

て，システム内でのコミュニケーションや文化，リーダ

観的に検討する場として活用すべきと考えられるように

ーシップなどが，そのパフォーマンスと安全なケアに影

なってきた 18-21）．特に救急外来は，その緊急性から「エ

響すると考えられている 13, 14）．システムは，たまねぎ状

ラ ー が 容 易 に 発 生 状 況（Error-producing conditions）」

の構造で説明されることが多く，小さいシステムがより

であると考えられ 22），M&M カンファレンスで取り上

大きなシステムの中に埋め込まれ，影響を受けている 15）．

げられる多くの事例が診断エラーと関連するものとなっ

患者・家族というシステムがもっとも小さいユニットの

ている．

システムとして中心にあり，医療機関の個々の部署がミ

例 と し て， カ ナ ダ の Calder ら が 提 示 し た Ottawa

システム改善の観点からの患者安全教育
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M&M モデル（OM3）という M&M カンファレンスの
開催ガイドを取り上げよう

．このガイドでは，診断

エラーにつながりうる認知バイアスのリストを詳細に掲
示し

医療過誤（エラー）

23）

患者への有害事象あり

患者への有害事象なし

，システム要因に関して繰り返し議論すること

22, 23）

で意識を高めている．OM3 によるカンファレンスの主
要な要素は表 2 のように示されている 23-25）．適切な事例
の選択に関して，具体的には，

予防不可能

①患者に望ましくない結果が生じた事例（死亡・障害な

予防可能
＞50％

ニアミス

ど有害事象が生じた事例や，ニアミスで予後は良好で
あったが危うく有害事象が生じかけた事例）
②予防可能であった事例
③認知エラーやシステムエラーに関する学びが得られる
事例
が望ましいとされている 23）．
ここで挙げられている②の予防可能性は，重要なポイ
ントの一つであり，ハーバード大学の Medical Practice
Study Ⅱ 26） では，図 1 にあるように，患者に有害事象
が発生した事例の半数以上が予防可能であった可能性が
あると示している．予防可能性の検討には，標準的な治
療が行われていたか，そのとき行われたことが標準を満
たしていたかどうかが議論のポイントとなる．はっきり
しない場合は，検討の対象となり，予防可能性の議論も
行われる必要があるだろう．また，有害事象が生じなか
ったニアミスの事例も医療エラーの範疇に含むものであ
り，検討対象となる．
さらに，また別の教育機関においては，Gregor らは

標準的（スタンダード）な治療の条件を満たしていたか
Harvard Medical Practice Study (Leape, 1991)より

図１
表１

医療におけるエラーの範囲
M&M カンファレンスの５原則（Gregor ら 27））

①有害事象が起きた事例
医療上の意思決定やケアによって，患者にとって望まし
くない結果がもたらされた事例をとりあげる．
②匿名性
関わった医療スタッフはすべて匿名とし，自由で客観的
な議論を行う
③批判的分析
行われた医療について信頼できる客観的データに基づい
た分析を行い，意思決定のバイアスがかかりうる状況に
ついて注意深く検討する
④認識の再枠組み
エラーの分析の後，再発予防の観点から同様の患者に対
してとるべきアプローチをとらえ直す
⑤変化に向けた検討
そのアプローチを実践するために，どのような診療やシ
ステムの改善が必要か検討する

M&M カンファレンスの新しい活用方法として，表 1 の
「5 つの原則」を提示している 27）．上述の OM3 では発
表者自身が最近経験した事例が望ましいとされている
が，この「5 つの原則」では，匿名性が重要な原則とし
て挙げられている（表 1）
．これは，発表者自身が経験
した症例に限らないことを示している．M&M カンファ
レンスの規模やセッティングにもよるが，事例を経験し

表２．カ ナ ダ Ottawa M&M モ デ ル（OM3） の 要 素
（Calder ら 23, 24））
①適切な事例の選択
②構造化した分析（認知エラー，システムエラー）
③ボトムライン・まとめの作成・配布
④アクションにうつすための計画
⑤多職種の参加を勧める

た当事者の心理的安全を守り，事例検討の客観性・透明
性を担保し，エラーを個人の責とすることを回避するこ

M&M カンファレンスにおいて重要であり，安全文化の

との重要性が認識され，そのための手段として匿名性が

醸成にもつながるものといえる．

広く認識されつつあることを現している．後に述べる

加えて OM3 では，認知エラーまたはシステムエラー

Beth Israel Deaconess Medical Center の実践例において

の問題について，ディスカッションをふまえて各カンフ

も同様に，議論の最中に匿名性を保つことは非常に重要

ァレンスの最後に，皆で合意した 2，3 のキーポイント

視されていた．日本では多くの場合，事例に携わった当

をボトムラインとして掲げ，部内や院内管理各所に周知

事者が発表を担当する慣習があり，その場合，当事者の

するよう指示している．カンファレンスの最後に提示

心理的安全や，事例検討の客観性・透明性への影響など

するボトムライン（教訓）については，誰をも責めな

も考慮する必要がある．当事者の安全を守りつつ，自由

い（blame free）ものであること，行動に移す事のでき

に客観的な議論を行うための文化的素地を作ることが

る推奨に絞ること，「エラーを起こさないようがんばる」
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ーを受ける 20）．議論を活性化するための専門家をディ

• 高齢者の全身脱力感は急性疾患の可能性がある−トリ
アージミスに注意
• 発熱の原因を考える際，感染だけに引きずられるな
• 申し送りでは，他人の考えが引き継がれる可能性がある
• 一つ骨折があれば他も探せ
• DNR 指示と家族の意向の間に食い違いがあれば倫理コ
ンサルテーションを考慮せよ

スカッサントとして会場に呼び，あらかじめコメントを

とか「よく勉強する」といった精神論タイプのものは避

提示が時系列で行われるが，始めには診断や転帰につい

け，システムの改善策を探るようにするといったことが

て示されず，参加者が患者の経過とともに一緒に考えて

ガイドとして掲げられている

いく形式をとる．たとえば，主訴，現病歴，既往・薬剤歴，

．ボトムラインには，

23）

依頼しておく．
カンファレンスの冒頭には，患者の詳細を含むプレゼ
ンテーションおよび議論の内容は部外秘であること，携
わった医療従事者はすべて匿名であり，安全が守られる
ことについて毎回アナウンスが行われる．次に，症例の

①認知バイアスを減らす戦略

生活・家族・社会歴が提示された段階で，まずどのよう

②エビデンス，診療ガイドライン，診療方針，手技につ

に考えるか，鑑別を挙げ診断推論のポイントをプライマ
リ・ケア医がディスカッサントとして解説する．次に，

いての周知
③システム，部署内ルールや手続きの変更

検査結果や画像所見が提示され，放射線科医師が画像読

④望ましくない結果や害が軽減される方法

影のポイントを解説する，診断がついた時点で疾患やマ

などが取り上げられる．これらに従って，たとえば，救

ネジメントに関する一般的知識を整理する，といった手

急外来において作成されたボトムラインには表 3 のよう

順である．このように診断，行われた医療行為，入退院・

なものが挙げられる．

転科・転院といった経過がすべて提示され，転帰が明ら
かとなる．多くの場合，死亡や重篤な経過をたどった事

２．Beth Israel Deaconess Medical Center に
おける M&M カンファレンス

例であり，経過全体の振り返りとともに，考えられうる
問題点で特に認知エラー，システムエラーに関するもの

筆者が参加したマサチューセッツ州 Beth Israel

が提示される．次に同様の患者が来た場合に，どうすれ

Deaconess Medical Center（BIDMC）内科における

ば今回のような転帰を予防しうるかという観点で，
診断・

M&M カンファレンスの開催方法がシステム改善を意識

検査・治療の遅れはあったか，あれば，それは何が原因

した取り組みとして特徴的なものであったので，以下に

か，それは，予後やアウトカムにどのように影響を及ぼ

概要を紹介する．BIDMC は，病床数 671 床，年間退院

したかが話し合われ，情報の記録・共有，部署間の連絡，

件数約 4 万件，医師数 1,250 名，内科レジデントが一学

引き継ぎ・申し送りといったコミュニケーションの課題，

年に 60 名在籍する有数の教育医療機関である

．総合

トリアージや紹介・予約など医療機関連携・ケアの移行

内科／プライマリ・ケア部門を含む内科全体で，週 1 回

に関する課題，電子カルテのテクニカルな課題，その他

朝 1 時間，M&M カンファレンスが開催されており，年

院内システムの課題などが分析の俎上に挙がる．自由な

度替わりの夏期休暇期間を除いて通年で開催がある．毎

議論の後，改善を行うべきシステム上の課題については

回，レジデント，学生，指導医・スタッフ，患者安全部

内科科長を始め管理者が持ち帰り，さらなる会議にかけ

門のスタッフを含め，130-150 名の参加がある．指導医

て実行に移していくという手続きがとられる 20）．場合

は生涯学習単位が付与されるため，それが参加のインセ

によって，最後に，患者のその後の状況や医療機関での

ンティブともなっている．カンファレンスのモデレータ

体験について患者・家族への聞き取りを行った内容や，

ー（議論の進行役）は 8 名ほどのチーフレジデントが持

紹介元のプライマリ・ケア医から得られた情報・コメン

ち回りで行い，スライドに記載された事例の読み上げは

トが紹介される．このように，モデレーターは，事例に

ジュニアレジデントが行う．取り上げる事例は，チーフ

ついて，患者本人，他の医療機関を含む多職種の医療従

レジデント自身が直接携わっていない事例であることが

事者といった多角的観点から詳細な情報収集と分析を行

多く，事前にその事例に関するあらゆる情報収集・調査

った内容にもとづいて議論を進め，1 時間の間に最終的

を行う．事例に携わった医師や看護師，また病棟や薬剤

な学びに終結させる．

28）

部など関連部署の管理者からヒアリングを行い，最終的

Gonzalo らは，この BIDMC の M&M カンファレンス

に患者安全部門の指導医らと打ち合わせを行い，プレゼ

の内容について，過去 10 年間で，システムに基づく改

ンテーションおよび議論の進行方法に関するピアレビュ

善（SBP）に関する議論がどのように増えたかを比較・

システム改善の観点からの患者安全教育
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分析した結果を発表している 20）．1999 年と 2010 年にお

ーマンス，患者に対するアウトカムとの関連については

ける M&M カンファレンス（それぞれ 30 回分）の録音

まだ十分に検討がなされる段階とはなっていない．

内容を分析したところ，モデレーターや指導医からの質

M&M カンファレンスのアウトカムは実施された改善

問やコメントで SBP に関するものが増えたこと，患者

項目とそのインパクトのみならず，組織における安全文

への有害事象を扱った事例が 13％から 87％へと増加し

化の醸成にあるとも考えられる 32）．Tad-y らは，コロラ

たことが示されている．

ド大学内科における System-based M&M カンファレン

このように，近年，M&M カンファレンスは，患者へ

スに関する教育カリキュラムとして，
「学習者が患者安

の有害事象のあった事例について，エラーを起こした個

全における Just culture の原則を理解し，説明すること

人の責任追及ではなく，患者を第一と考えるポリシーを

ができる」
「有害事象が起きた事例のレビューを医療の

徹底し，エラーの発生を学習・改善の機会ととらえると

質向上のためのプロセスとして実践することができる」

いう安全文化を浸透させる教育の場となった．SBP に

といった教育目標を掲げ，患者安全に関する文化の向上

関して具体的に院内・部署内のシステムやルールの改善

や研修医による事例報告件数の増加などをアウトカムと

について検討する患者安全の活動の場という位置づけに

している 29）．レジデントが修了時点で，エラーに対す

シフトしたといえる．

る考え方や患者安全に関する文化について体験的理解を
得ていることが教育上のアウトカムと考えられるが，こ

３．M&M カンファレンスの評価

れについてはまだ定まった評価は行われていない．

このような新しい形式の M&M カンファレンス導入
に伴い，開催方法の検討とその評価が行われている．開
催方法には M&M カンファレンスを成功させるには，
構造，プロセス，内容が重要であり，前述の OM3 が一
つの例となり得る 24）．およその時間配分を考慮し，構
造化した共通のプロセスで検討を進めることが一定の成
果を出している．

Ⅲ．患者安全推進のための安全文化の重
要性―エラーに携わった個人を責め
ない文化の醸成を
Leape は，医療におけるエラーについて早くから意識
啓発を行い，“To Err is Human” 作成委員会メンバーと

評価で多くみられるのは，その場で議論に上がった内

して患者安全に関する議論を牽引してきた人物である

容を分析し，システム改善のためのアクション計画が

が 33），
「医療界で事故予防が進まない最も大きな原因は，

どのような内容であり，どの程度改善にうつされたか

エラーに携わった人を罰しているからである」と述べ

を評価するものである

ている．医療機関は個人に対する懲罰的な文化を廃し，

．たとえば，テネシー州

21, 25, 29-31）

Monroe Carell Jr. 子ども病院（222 床）では，2005 年か

Just culture（公正な文化）を醸成する必要があるという

ら Morbidity, Mortality and Improvement（MM&I）カン

ことである 3）．Just culture は航空や鉄道業界に端を発

ファレンスを多職種参加の全病院規模で毎月定例開催

した考え方であり，エラーは誰にでも起こりうることで，

し，fishbone ダイアグラムを用いた根本原因分析（Root

それに遭遇したフロントラインに立つ個人が単独で責め

Cause Analysis）で背景となる複数のシステム要因を検

を負うべきでなく，組織と個人の責任性（accountability）

討している．背景要因の約 6 割にコミュニケーション，

のバランスが考慮される 34, 35）．以下の 3 つの場合に分け

約 4 割に部署間の連携や申し送りに関するものがあっ

て考えられる．一つ目の場合として，誰もが犯しうるヒ

た．開始から 2 年間の 21 症例において 33 のアクション

ューマンエラーに対しては，作業プロセスや手続き，デ

項目が作成され，1 年以内に 70％が達成されたと報告し

ザイン・環境の改善を行い，当事者へは慰めやケアを提

ている

供すべきである．二つ目の場合として，知らずに，また

．また，ミズーリ大学のカンファレンスでは，

30）

高いインパクトを起こしうるシステム改善項目が 11 ヶ

は意図せずにリスクのある行為を行ってしまった場合

月間のカンファレンスにおいて 39 個同定され，そのう

は，適切な行動をとるよう状況認知力の向上など，教育

ち 6 割が翌年の間に実現されたと報告している

．そ

に努める．三つ目の場合として，リスクを知っていなが

の内容としては，情報システムの改善，教育・研修，ル

ら意図的に不適切な行為を行った場合には，その当事者

ールやポリシーの設定，標準的レファレンス資料の作成

に対する適切な処分が必要となる 35）．このように，組

などであった．しかし，それらがどの程度，同様の事例

織としてとるべき対処行動を認識することにより，不適

の発生予防につながったか，院内の安全に対するパフォ

切に個人をやり玉に挙げることが行われず，エラーを学
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36）
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Patient Engagement と患者安全
Patient Engagement and Patient Safety

柏木 秀行 KASHIWAGI, Hideyuki
飯塚病院緩和ケア科
Division of Palliative Care, Iizuka Hospital

Ⅰ．はじめに

Ⅲ．Patient Engagement の海外の例

Patient Engagement（以下，PE）という言葉，および

前述したように PE は諸外国を中心に提唱され，その

概念を聞いたことがあるだろうか？近年，患者安全領域

取り組みが報告されて来た．その具体的な取り組み事例

において，この PE の重要性が認知され始めている．し

として，米国の大手保険機構であるカイザーパーマネン

かし，我が国の医療現場においては，その言葉と概念

テによる「My Health Manager」などがあげられる 1）．

は浸透しているとは言い難く，今後広く広げていく必

これは患者がアクセスできるポータルサイトに，診療

要があると考える．そこで本項では，PE の概念とその

の予約，診療内容の履歴，処方内容などがまとまって

歴史的背景のみならず，診断プロセスにおける PE の役

おり，患者自身が自分の診療内容を理解し健康増進に

割や具体的な実践方法についてのべる．なお，日本語

活用することを促している．そのほかにも米 Apple 社の

では患者協働や，患者参加など，PE を意味するさまざ

「HealthKit」はメイヨークリニックとも提携し，患者の

まな日本語が使われるが，執筆時点で広く合意を得た

バイタルサインなどの日常データを医療者と共有できる

日本語訳はない．そのため，本項ではあえて，Patient

よう担っている．このように，テクノロジーの変化に伴

Engagement と英語のままで述べていく．

い，医療が医療機関を受診した時のみに限定されず，そ

Ⅱ．Patient Engagement とは
PE は米国の医療現場で提唱され，近年その重要性が
ますます高まっている．患者自らが医療に参加，協働す
ることで最適な医療を受けられるようにすることであ

して医療者にお任せの医療から患者も参加して，まさし
く協働できる流れが出て来ている．

Ⅳ．Patient Engagement で 期 待 さ
れること

る．患者中心の医療が提唱されて久しい．一方，患者が

PE に期待される効果は多岐にわたる．The Guide to

中心となり，自身にベストな医療サービスの活用をする

Patient and Family Engagement in Hospital Quality and

には，
患者自身の医療に対する理解と参加も重要となる．

Safety によれば，以下の項目が例としてあげられている．

PE の取り組みにより，医療者のパターナリスティック

■質と安全における総合的な改善効果

な提案だけよりもより良い治療選択を患者とともに決断

患者家族の安全な薬剤使用，感染管理，ケアプロセス管理

して行くことや，医療資源の最適な活用，患者安全の向

合併症の発見と報告，再入院の予防

上などが期待されている．

■患者のアウトカム改善
心理・感情の支援，症状の緩和，疼痛コントロール，
身体管理

Patient Engagement と患者安全
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■病院スコアの改善

-step2：理想的な退院計画をどのように実施するか決
める

医療者−患者コミュニケーション，疼痛管理，適切な
薬剤師用，退院支援情報の提供

-step3：実施と評価

また，WHO の「Patient Engagement-Technical Series

以上のように，入院診療の質を高める取り組みについ

on Safer Primary Care」においても，患者の医療サービ

て，患者・家族が協働できるかたちでプロトコルに組み

スの活用に関する教育効果や，医療の質に対するフィー

込まれていることがわかる．

ドバック，質改善の促進などが PE を通じて期待される
こととして示されている．

Ⅴ．PE の具体的な取り組み

Ⅵ．診 断 プ ロ セ ス に お け る Pat ient
Engagement の役割
ここまで，PE の重要性について具体例を交えながら

PE の具体的な方法として，The Guide to Patient and

述べて来た．ここからは，PE が患者安全に対して担う

Family Engagement in Hospital Quality and Safety に紹介

役割，特に診断エラーを避けるという視点から述べる．

されている入院診療の質向上の取り組みを紹介する．
Strategy1：患者・家族をアドバイザーとして協働する
-step1：職員のリエゾンチームを設置する
-step2：患者・家族のアドバイザーを巻き込むべき機
会を特定する

我々が日常診療において診断をするプロセスを通じて
目標としているものは，次の 2 点である．それは，①患
者と家族に，患者の健康問題について説明すること，②

-step3：アドバイザーの担当者を病院職員から設定する

患者のケアに関する意思決定を行うこと，である．この

-step4：アドバイザーとなる患者・家族を選出する

プロセスは患者と家族を中心として，診断医がおり，そ

-step5：アドバイザーの活動を調整する

の周りに他の医療専門職が関わりチームとして機能して

Strategy2：質の改善に関するコミュニケーションをとる
-step1：改善すべき領域に関する多職種チームを構成
する

いる．
また，プライマリ・ケア領域においては，患者と家族
が直接担当するプライマリ・ケア医とのパートナーシッ

-step2：どのように実施していくかを決定する

プを基盤とした診断プロセスのモデルが提唱されてい

-step3：実施と評価

る．良いケアが成り立っている場合，患者と担当医であ

Strategy3：看護師のシフト勤務
-step1：多職種チームを結成する
-step2：看護師のベッドサイド引き継ぎの実施方法を
決める
-step3：実施と評価
Strategy4：理想の退院支援
-step1：多職種のチームを結成する
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るプライマリ・ケア医師と医療チームの間には良いパー
トナーシップが構築されている．
これらのことからわかるように，良い診断プロセスは
患者−医師間のパートナーシップが前提となっており，
そしてそのプロセスがさらにそのパートナーシップを高
めて行くのである．
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経過に合わせた診断の修正を視野に入れながら経過観察
を行う．そこには，診断が不確実性を伴っていることと，
「時間」の役割の重要性が根底にある．一方で，診断プ
ロセスにおけるこれらの前提は，患者と共有されている
わけではない．その為，患者自身は受診した時点で，正
しい診断が下されることを求める．そのような家族に常
に不確実性を伴い，時間経過とともに対応の妥当性を評
価し，必要に応じて修正をしているのが，我々の提供し
ている診断プロセスであることについて患者に理解を促
すことが重要である．なぜなら診察室で患者−医師で行
われた数分の診療をもとに，療養上の注意点を意識し，
時間経過に合わせた行動を取ることが求められているの

２．診断プロセスにおける PE の目標
診断プロセスに PE を活用することで目指すアウトカ

はまさしく患者側だからである．その最も一般的で，汎
用されている手法としては，再受診の必要性の理解であ

ムは，以下の 2 点に集約される．

ろう．具体的には，受診時点では上気道炎に矛盾しない

①診断精度の向上

症状であるが，肺炎を併発した場合に想定される症状の

患者安全において，診断精度を高めることは重要であ

変化を共有し，その際の再受診を促すような場面である．

る．しかし，診断精度は対応する医師の知識や技術のみ

具体的な言葉かけとして，
「現時点では上気道炎で良さそ

で規定されるものではない．患者と家族に，迅速かつ正

うです．ただ，咳や痰の増加，呼吸困難を自覚した時は

確な診断を行う上で有益な情報を提供してもらう必要が

肺炎も心配するので早めに受診してください．最初は症

ある．これはまさしく PE の発想であり，どうやって診

状の見分けがつきにくいこともあるので，慎重に経過を

断プロセスにおける診断精度の向上に患者が参加できる

見ることが大切になります．」というようなものである．

ようにするかは重要である．

このように，現時点での想定疾患を伝えるに止まらず，

②患者中心性の向上

・想定する中でも特に懸念される鑑別診断

日常診療において，診断したらそれで終わりというこ
とはない．診断の不確実性も想定しながら，慎重に経過
を見ることや，治療選択に悩むことなどの方が圧倒的に

・診断の修正可能性
・時間経過を見ることが大切であることと，療養上の注
意点

多いのではないだろうか．その場合，患者に現時点での

に関する理解を促すことが重要である．

診断を伝えるのみでなく療養上の注意点を共有すること

■診断エラー予防に有効な情報提供や質問の方法

や，それぞれの治療選択の利点・欠点を共有しながらと

次に，診断エラーを予防するために有効な情報提供や，

もに選択する（shared decision making）ことに取り組

患者が医療者にすべき質問の例を示す．医療者として十

む必要がある．その中心は常に患者がおり，患者の中心

分説明をしたと感じていても，患者の理解度合いには差

性を向上することが診断プロセスに対する PE の役割で
ある．

Ⅶ．診断プロセスに対する PE：具体的
な方法
１．患 者や家族に対し，診断プロセスに関する
理解を促す
■診断の不確実性
医師にとって，診断プロセスは常に不確実性を伴って
いる．その為，医師は明確に特定の疾患であると言い切
れない場合（そしてそれは多くの臨床場面で経験する），
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がある．その為，患者にも自身の理解にあわせて，医療

は患者の中心性を損ないやすいことが報告されている．

者とコミュニケーションことが求められる．しかし，実
際にどのように尋ねれば良いかわからない患者も多い

３．患者と家族に，組織の質改善に参加してもらう

為，その具体例などを患者に示し，このような質問をし

■患者の経験を医療者と共有する機会を作る

ても良いことと，それは診断エラーを避けるために重要

患者は医療を通じて様々な経験をする．
しかしながら，

であることを普段から伝えることが重要である．文献と

その経験を医療者と共有することは少ない．特に診断エ

して紹介されている質問例を紹介する．

ラーを代表とする，ネガティブな経験は他の医療機関で
対応されることなどが多く，追跡しにくい．医療の質改

２．患者が協働しやすい診療環境づくり

善の困難さとして，医療受益者の直接のフィードバック

■医療者のコミュニケーションスキル向上

が得られにくいことがあげられる．そのため，直接のフィ

PE を実践する上で，医療者のコミュニケーションス

ードバックを得られる機会の創出や，投書の活用，サーベ

キルは重要である．先に述べたような，患者が医療者に

イの実施などに取り組むことなどが例としてあげられる．

質問しやすいような，支持的なコミュニケーションはも

■患者・家族を質改善委員会の一員として参加してもらう

ちろん重要である．さらに，teach-back 法や AIDET と

質改善における活動は，個別の医療者レベルで対応す

いったコミュニケーションスキルを活用する．

るものだけでなく，システムレベルで取り組む必要があ
る．システムとしての PE の例として，医療機関の質改
善委員会などに参加してもらい，医療受益者としての視
点をもとに対策の立案や評価を共に行うことなどがあげ
られる．

Ⅷ．結語
以上，PE の概略と共に，患者安全における PE の役
割とその具体的な取り組みについて述べた．PE の概念
は，我が国の医療現場における認知度は低いが，患者安
全における重要な位置付けとなることが予想される．今
後，医療現場での理解と，実践を通じた地検の集積を通
AIDET

じて，さらに患者安全が高まることが期待される．

文献表
1 ）https://my.kp.org/imaginecolorado/my-healthmanager/
2 ）The Guide to Patient and Family Engagement in
エラーを防ごう！救急 M&M カンファレンス：成功する M&M 導入のための Step by Step より

Hospital Quality and Safety Improving Diagnosis in

■患者のヘルスリテラシーを考慮したアプローチ

Health Care

リテラシーとは，
「読み書き能力．また，与えられた材

3 ）Graedon J, Graedon T. Top screwups doctors make

料から必要な情報を引き出し，活用する能力．応用力」
（大

and how to avoid them. New York: Harmony, 2011.

辞泉）と説明される．ヘルスリテラシーとは，
「認知や社

4 ）讃井將満、志賀隆： エラーを防ごう！救急 M&M

会生活上のスキルを意味し，良好な健康の増進・維持に

カンファレンス : 成功する M&M 導入のための Step

必要な情報にアクセスし，理解し，利用するための個人

by Step

の意欲や能力」
（1998, Health Promotion Glossary, WHO）

学研メディカル秀潤社

2013

5 ）Development and validation of the Japanese version

とされている．治療選択の意思決定をする上で，患者の

of Primary Care Assessment Tool. Aoki T, et al. Fam

ヘルスリテラシーは重要であり，低いヘルスリテラシー

Pract. 2016

52

医療の質 ･ 安全学会誌 Vol.13 No.1（2018）

特

集

診断エラー学のすすめ
Proposal for Science of Diagnostic Error

徳田 安春 TOKUDA, Yasuharu
群星沖縄臨床研修センター
Muribushi Okinawa Project for Teaching Hospitals

Ⅰ．診断訴訟ケースの分析

り，診断エラー会議 Diagnostic Error in Medicine（DEM）
が約 10 年前に立ち上がった（図 1）
．
もともとは，医学判断学会 Society of Medical Decision

わが国における医療訴訟の判例を分析した我々の研

Making (SMDM) の分科会として始まったものである

究結果がある ．患者の平均年齢は 49 歳，男女比（％）

が，独立して国際的会議を開催されることになった．日

は 55 対 45．死亡した患者は 122 人（45％）であった．

本からはわれわれが初めて参加し 2），その後も継続して

表 1 に訴訟対象のカテゴリー分類とその割合を示す．

参加している（図 2，3）
．

1）

手術ミスの割合が最も多いが，
「診断の見逃しや診断

その後，この学会では，診断を向上させるための超学

の遅れ」が第 2 位につけていることに注目してほしい．
訴訟でまさに問われているのは，医師個人の診療能力に
左右される「診断の正確度，すなわちパフォーマンス」
である．診断の見逃しや診断の遅れのケースについてさ
らに分析をしてみると，後述する種々のバイアスなどの
認知エラーや想起エラーが主な要因であった．システム

図１

 断エラー会議 Diagnostic Error in
診
Medicine（DEM）のロゴデザイン

図２

 断エラー会議 Diagnostic Error in
診
Medicine（DEM）の前日夜の打合せ
会議

エラー理論ではカバーできない領域であり，異なったア
プローチが必要となるといえる．

Ⅱ．国際診断エラー学会
これまでは「診断の見逃しや診断の遅れ」を予防にす
るための研究や教育が十分なされていなかったが，診断
エラーを科学的に議論することが必要という考えが高ま

表１

医療訴訟の判例分析結果

訴訟対象（N ＝ 274）

％

手術ミス

44

診断の見逃しや診断の遅れ

30

薬剤副作用

18

産科合併症

7

入院中の転倒・転落

1
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クリストはむしろ時間がかかり，過剰検査を誘発する恐
れがある．どのようなケースで鑑別診断のチェックリス
トを活用できるかどうかを判断し実行していくことが重
要であると考える．

Ⅲ．バイアスと早期閉鎖
診断エラーの多くは，知識・経験の不足によって正し
い診断が最後まで想起されないこと，または，知識はあ
っても認知バイアスによって正しい診断が途中で却下さ
れることなどが原因となる．バイアスとは，推論の過程

図３

 断エラー会議 Diagnostic Error in
診
Medicine（DEM）の当日朝の打合せ
会議

におけるさまざまな要因によって，推論に歪が生じるこ
とである．このようなバイアスはシステム 1（迅速な思
考）で起こりやすいことが，心理学者のカーネマン氏ら
によって明らかにされている．カーネマン氏らはその業
績でノーベル経済学賞を受賞している（図 5）．
バイアスによって推論過程の早期に正確な診断の
可能性を捨ててしまうことを，早期閉鎖（premature
closure）と呼ぶ．早期閉鎖の結果，間違った推論結果
に向かうことが診断エラーの共通経路になる．主要なバ
イアスを表に示す 4）．医師は，自らこのようなバイアス
に影響されることを意識して診療することにより，診断
エラーを減らすことができる，と考えられている．
自身で経験した診断エラーのケースでは，どのような
種類のバイアスが関連していたかについても整理してお
くとよい．人は誰でも認知的バイアスに陥るリスクを持

図４

 断エラー会議 Diagnostic Error in
診
Medicine（DEM）の当日本番の風景

っている．それを予防するためには，自分自身がどのよ
うなバイアスに陥ったかについて振り返ることが有効で
ある．これによってメタ認知のトレーニングになる．メ

際的なパラダイムを構築し，その臨床的英知の蓄積が

タ認知とは自分自身の認知プロセスを客観的に「診る」

必要であるというコンセプトが共有されるようになっ

こと．しかしながら，自己の認知プロセスを妥協無しに

た．診断学・症候学に詳しい臨床家のみならず，認知
心理学者や脳科学者，コンピューターサイエンティス
トなどの研究者とも協働し，臨床診断改善学会 Society
to Improve Diagnosis in Medicine（SIDM）に発展した．
この学会の世界的展開にわれわれも協力しているところ
である．DEM は，2017 年からは年 2 回開催されるよう
になり，このうち１回は米国，もう１回は米国以外で開
催されるようになった．
この学会の知見を通して，我々もさまざまな研究を行
い，見逃してはならない疾患（レッドフラッグ）を含む
鑑別診断のチェックリストを用いることによって診断エ
ラーの予防が可能になることも示した 3）．ただし，それ
は複雑ケースの場合であり，シンプルケースではチェッ
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診断エラーにおける主要な認知バイアス

なければよい，という意識では向上はないのだ．「たゆ

アベイラビリティー・バイアス（availability bias）
よく見る病気をすぐに考える（想起する）
オーバーコンフィデンス・バイアス（over-confidence
bias）
前医や先輩医師の意見に盲目的に従う
アンカーリング・バイアス（anchoring bias）
当初考えた仮説に固執する
コンファーメーション・バイアス（confirmation bias）
自分の仮説に不適合なデータを無視する
ハッスル・バイアス（hassle bias）
精神的・肉体的に「楽」に処理できるような仮説を考え
る
ルール・バイアス（rule bias）
完全に正しいわけではない一般ルールに盲目的に従う

まぬ監視の眼」を自分自身の内的世界に向けよう．必要

診ることは難しい．
オスラー先生は「たゆまぬ監視の眼（incessant watch）
」

であれば，内的世界での摘出手術も必要なのだ．
オスラー先生は誤診した脳の部分は道徳的壊死とまで
述べている．かなり厳しいと感じられるかもしれない．
しかし，医師にとって経験の伴った英知を身に付けるこ
とがいかに重要であるかを理解できる医師であれば，壊
死部分を摘出したいと思うに違いないであろう．卒後教
育の真の進歩のためには，自分自身に対してたゆまぬ監
視の眼を降り注ぎ続けることが大切なのである．

Ⅳ．失敗学としての診断エラー学
「失敗学」という学問がある．「失敗から学ぶ」という

の重要性を述べている．しかもその眼を他の医師ではな

考え方であり，実践的な学問である．失敗をしないため

く自分自身に向けるべきなのである．以前にも取り上げ

には過去の失敗例から学ぶのが最も効果的であるという

た「謙遜の徳」の原則から，他人の誤診を責めてはいけ

のが基本的な考え方．実際，救急領域での医療訴訟判例

ない．自分自身の心の中に踏み込んで，自分自身の診断

を調べた本多らの研究結果を表に示す 5）．

エラーについては，他の医師にバレるバレないは関係無

救急領域では重篤な疾患や緊急性の高い疾患を除外す

く，自分の心の中で確実に振り返り，二度と同じエラー

ることが重要である．救急現場における診断エラー領域

を起こさないように自分を高めていく努力が大切なので

で問題となる疾患は，重篤度や緊急度が高いが，比較的

ある．

コモンな疾患のケースが多いことがわかる．

さてここで，約 10 年前に国際診断エラー学会を立ち

また，特筆すべきは，近年になって絞扼性腸閉塞の

上げたカナダ人救急診療科医師パット・クロスケリー先

診断エラーが増加している．この疾患の訴訟はすべて

生が提唱した較正サイクル（フィードバック制裁）を紹

2005 年以降に起きており，これは最近の画像所見に過

介したい（図 6）
．

度に依存した傾向を反映していると考えられる．腸閉塞

この図に示すように，自身の判断が妥当であったかど

絞扼で腸管壊死となっても，出血性壊死の状況では造影

うか，
判断に迷ったケースの結果をフォローするとよい．

CT で正常に造影されたような所見となる．すなわち，

もし，カルテフォローができないケースでは，本人の自

造影 CT などの画像検査で腸管の造影不良などの所見が

宅に電話してでもフォローすることをオススメする．自

認められないと，患者が腹部症状を訴え続けて腹膜炎の

分自身の失敗から学ぶことから逃げてはいけない．バレ

診察所見（反跳圧痛や筋性防御など）があったとしても
開腹術を行わず，保存的治療を継続してしまう傾向がと
きにみられる．従来は，急性腹症患者について，経験あ

医師

る外科医の手による腹部診察所見で開腹術が行われてい
た．画像検査もミスリードすることがあるということの

判断
re-calibration
（較正）

よくない結果

アウトカム

不明

calibrationの維持

よい結果

（Croskerry P : The feedback sanction. Acad Emerg Med 7 : 1232-1238. 2000より）
（徳田安春）

図６

較 正サイクル（フィードバック制裁）

表３

救急領域での医療訴訟判例

頻度順

疾患または病態

患者数

1

外傷（腹腔臓器損傷・心タンポ
ナーデ・脳損傷などの見逃し）

11 人

2

絞扼性腸閉塞

7

3

急性喉頭蓋炎

6

4

クモ膜下出血

4

5

急性心筋梗塞

3

6

急性大動脈解離

3

診断エラー学のすすめ

55

特

集
以上，診断エラー学に関連する研究活動やその成果に

例である．
誤診は救急領域の訴訟では大きな問題であることが，

ついて紹介した．診断エラー学では，失敗学のケースを

米国の調査でも同様である ．わが国の調査結果と比べ

注意深く吟味することが中心となる．今後はそのような

て頻度の相違はあるものの，誤診の訴訟が多いことは米

ケースの集積を行い，医師の生涯学習のコアコンテンツ

国も同様である．ただ，米国における救急領域の「患者

として広く提供されることが望まれる．そのような知識

死亡」で最も紛争になる疾患は急性心筋梗塞である．次

の習得と合わせて，自らの診療の振り返りを徹底的に行

いで，大動脈瘤，腹部骨盤内臓器疾患，肺塞栓であり，

うことによる自己フィードバックがエラー予防に有用で

心血管系疾患がその上位を占める．
救急領域においては，

あると考える．そして，その振り返りの際には，オスラ

正確な診断が何よりも重要であり，確定診断ができない

ー先生が提唱したように，自分自身の脳内をたゆまぬ監

場合は，特に重篤な疾患の可能性を排除せず，患者や家

視の眼で注意深く観察することが重要である．

6）

族へも，そのような説明をきちんと行うことが重要であ
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表５

がんが症候を起こす機序

①腫瘍の圧迫による通過障害
②腫瘍の圧迫による機能障害
③上皮の潰湯形成による出血
④腫瘍の浸潤による疼痛
⑤体重減少
⑥胸水 - 腹水
⑦管腔壁への浸潤による穿孔
⑧原因不明の発熱
⑨内分泌学的異常症候
⑩腫瘍随伴症候群
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856，2013.
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