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要旨 

 
海外では医療情報探索⾏動が確⽴している国が多いが、⽇本ではこのようなシステムが未整

備であるため、フリーアクセスというわが国の医療制度の特徴と相まって、国⺠の受診⾏動に少
なからぬ影響を与えていると考えられる。患者の症状と病院機能のミスマッチを回避していくた
めにも、病院受診前に信頼できる情報を得て合理的に判断し、適切な受診⾏動がとれるよう⽀援
するためにも、現在の健康情報提供の体制を⾒直す必要がある。そこで、本研究では、医療情報
探索・受診⾏動や情報提供⼿段についての国内外の⽂献を検討し、国⺠の受診⾏動や情報提供
システムの在り⽅を⽐較した。また、⽇英の公的な健康情報発信ウェブサイトを⽤いて、医療
情報の項⽬とアクセス状況を⽐較することで、国⺠の受診⾏動を⽀援するための情報システム
について検討する。 
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1   背景  

⽇本国⺠の病院受診⾏動を⾒ると、⼤病院
志向による患者の集中が⽣じ、待ち時間の増
加、患者満⾜度の低下、症状に関する説明不
⾜から、患者の理解不⾜という負のスパイラ
ルが発⽣している。同時に、症状と病院機能
のミスマッチにより、軽症患者であるのにも
関わらず過剰な検査・医療が施されている場
合や、それに伴う⾝体的侵襲の問題も指摘さ
れている。反対に、診断が難しい疾患の患者
や重症患者が診療所を選択することで処置の
遅延も発⽣している。医療者側から⾒ると、
⾼度専⾨機能を持つ病院に、慢性疾患、軽症
の患者が集中することにより、医療従事者の
疲弊や⼈⼿不⾜が今後より悪化していくこと
が容易に想像できる。  

このような病院選択のミスマッチの背景に
は⼤きく分けて⼆つの要因がある。⼀つは、
国⺠皆保険制度の下、⼤学病院等の⼤病院の
受診以外は、国⺠が⾃由に医療機関を選択す
ることができるという「フリーアクセス」が
もたらす制度的問題であり、もう⼀つは、医

療情報および病院情報不⾜による問題であ
る。フリーアクセスによって受診⾏動を⾃分
で選択できるが、⾃分の症状に合った医療機
関選択を⾏なうための情報を得ることが難し
いため、適切な受診⾏動がとりにくいのであ
る。 

かかりつけ医を持たない多くの国⺠にとっ
て、⾃分の症状は軽症あるいは重症か、⾝近
な診療所あるいは⼤きな病院を受診すべきか
判断するための、信頼できる健康情報が乏し
いのが現状である。⽇本国⺠はどのように情
報探索すれば良いのであろうか。  
  
2   研究⽬的  

そこで本研究では、海外での健康・医療
情報提供⼿段や受診⾏動について⽂献調査
し、さらにオンラインによる健康・医療情
報の項⽬とアクセス状況を⽇本と⽐較分析
を⾏ない、どのような受診⾏動の変化や医
療的効果等が得られているのかを検討する
ことを⽬的としている。さらに、これらの
結果を基に、国⺠の受診⾏動を適正化する
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ための情報システムについて検討を⾏なう
こととした。  
  
3   研究⽅法 

本研究では、⽅法１として⽂献検討、⽅法
２としてウェブサイト⽐較を⾏なった。⽅法1
では、医中誌、CiNii、Google Scholar、
PubMed を⽤いて⽂献検討を⾏ない、諸外国と
⽇本ではどのような情報探索・提供⼿段があ
り、それらの情報の信頼性と受診⾏動への影
響について調査し整理をした。⽅法2では英国
及び⽇本の公的な健康情報発信ウェブサイト
⽐較(症状・医療機関)を⾏ない、アクセスや
検索のしやすさ、内容等を調査し、掲載情報
についてはドナベディアンモデルを⽤いて整
理した。  
  
4  結 果    
１）⽂献検討結果 

 ⽇本では、インターネットや知⼈の⼝伝、
地理的条件、⼤病院思考によって受診先を決
める⼈が多かった(松井ほか、2016. 宮本、
2013)。情報検索媒体によってその責任⺟体
が異なり、信頼性も⼤きく異なっており、⾮専
⾨的情報が散乱している(宮本、2013)。更に、
インターネットで検索し、念のため受診している
⼈が多い(松井ほか、 2016)。 

フリーアクセスによって、保険証を持参し
受診先をいつでも⾃由に選択することができ
る⼀⽅で、受診選択を⽀援する専⾨家や情報
がない現状では、症状に合った医療機関を適
切に選択できるとは限らないのである。受診
⾏動への影響として、病院機能と症状が⼀致
しないミスマッチにより、⼤病院に⼈⼝が集
中し待機時間が⻑くなるなどの問題が⽣じ
ている(三島、2015)。 

英国では、かかりつけ医であるGeneral 
Practitioner (GP) や 国 が運営す る National 
Health Service (NHS) Website を⽤いて受診の
必要性を判断する⼈が多い。NHS 下の独⽴
機 関 で あ る 英 国 国 ⽴ 医 療技術評価機構
(National Institute for Health and Clinical 
Excellence､NICE)が診療等のエビデンスを
評価・蓄積しガイドラインや診療アルゴ
リズムを提供している。NHS Website で検
索する場合や GP、地域の薬局に電話相談す
る場合であってもこのアルゴリズムを使⽤し
て、全国で統⼀したアドバイスができる。こ

のため英国⺠の受診⾏動の特徴としては、ま
ずNHS Websiteを⽤いて症状理解に努め、
GP Clinic に⾜を運ぶべきかを判断しており、
受診の必要性または救急性の判断がしやす
いことが⽰されている(Murray et al., 2011)。  
⽶国においては、インターネットを介し

て情報を集める⼈が多い(Bhandari, 2014)。
⽶国では加⼊している保険会社によって指定され
る医療機関を受診するが、無保険者や経済
的な困難を抱えている⼈はインターネット
を利⽤して⼿短に症状の解決策を検索する
⼈が多いと報告されている。 
２）健康・医療機関情報ウェブサイト⽐較 

⽇本の公的ウェブサイトはあまり周知さ
れておらず、都道府県・年齢別でウェブサ
イトが異なり、該当するページに辿り着く
ことが困難であった。また、症状に関する
記載内容も難しく、緊急性や重症性が判断
できない。医療機関情報は、診療科や病床
数などのストラクチャー情報に富むものの、
医療事故や院内感染の状況やインフォーム
ドコンセントの適切性などの医療の質を⽰
すアウトカム情報は⽋いており、受診先を
選択するための基準にしたい情報が少なか
った。  
⼀⽅で、英国の NHS Website 及び 医療機

関等の評価を ⾏ な っ て い る Care Quality 
Commission では症状別の判断材料から医
療機関検索までストラクチャー、プロセス、
アウトカムの情報が全て⼀覧表になって⼀
⽬で分るように表⽰されており、理解しや
すい英語でエビデンスと共に情報提供され
ていた(Murray et al., 2018)。 

アウトカム評価項⽬の公表に関しては、
⽇英で⼤きな違いがあった。まず、英国で
は、プロセス評価同様に NHS Website から
アウトカム評価指標の⼀覧表が閲覧可能で
ある。アウトカム評価を「％」で表⽰して
おり理解が容易で、症状に関する情報内容
の様に理解しやすい英語が使⽤されている。 

反対に、⽇本の公益財団法⼈⽇本医療機能
評価機構病院機能評価結果を⾒ると、医療機
関が診療・ケア等の医療サービスを提供する
ために資源・システムなどをどのように整え
ているのか（ストラクチャー）や、実際の医
療サービスがどのように⾏なわれているのか
（プロセス）までは分かっても、治療の結果
や院内感染、医療事故の発⽣等の医療の質
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（アウトカム）しては⼀切記載されていない。 
  

5  考察  
以上の結果から、⽇本の健康・医療機関情報提

供の課題と改善について、情報発信の⼀本化、情
報の質、情報へのアクセスの３つの視点から考察
する。 

まず、⽇本では、医療機関の選択の⽅法は多岐
に渡って存在している⼀⽅、信頼出来る公的機
関や組織が提供している情報ではなく、専⾨的
ではない信頼性の不確かな情報を頼りにする場
合が多い。公的に情報提供をしているウェブサ
イトとして、医療機能情報提供制度(医療情報
ネット)や病院医療評価機能機構等がデータ・
資料を公開しているのにもかかわらず、国⺠に
認知されず、利⽤されていない。  

⽇本の受診先を選択するための情報探索の⽅
法は、個⼈・年齢・地域によって利⽤できるもの
が⼤きく異なっている。国⺠の医療情報の探索
⾏動を容易にし、これを促進する全国的に統
⼀された情報発信サイトなどの⽅法は未だ確
⽴されていない。  

症状に関する情報に関しては、⽇本では都道
府県ごとに異なるアルゴリズムが提⽰されてい
る。NHS Website のように、責任⺟体を⼀本化
し全国でウェブサイトを統⼀し、エビデンス
を元に症状判断のアルゴリズムを共有するこ
とができれば、全国どこでも同じ操作で検索
し、信頼性の⾼い情報に従って判断すること
ができる。全国で統⼀することにより、国⺠
への周知は容易になる。その上、利⽤者が増
加することで、適切な受診⾏動が増え、症状
と医療機関のミスマッチによる過剰医療の低
減に繋げることによって費⽤対効果が⾼まる
ことが期待できる。  
 次に、情報の内容に関する課題である。⽇
本の医療機関情報に関しては、東京都の場合、
ストラクチャー評価は「ひまわり」、プロセス
評価は⽇本医療機能評価機構の「病院機能
評価結果の情報提供」から情報収集が可能で
あった。しかし、いずれもストラクチャー・
プロセス情報が主であり、実際の治療とケア
の結果がどうであったかという医療の質に関
するアウトカム情報の記載が皆無に等しい。
国⺠が受診する際に求めている本当に欲しい
情報は、アウトカム情報である。アウトカム
評価指標と結果を分かりやすく提⽰すること
で、国⺠はより受診選択をしやすくなること

が期待される。より具体的で透明性のある医
療機関情報を提供し、医療、ケアの質評価が
可視化されることで、患者の安⼼、満⾜度に
も繋がると考えられる。  
最後に、症状と医療機関に関する⽇本の既存

公的ウェブサイトで共通する課題として、ユー
ザーフレンドリーではないことがあげられる。
ウェブサイトの⾒やすさや、すぐに必要な情報
へたどり着ける様にアクセスを改善し、SEO 
(Search Engine Optimization；検索エンジン最適
化)対策を施すことで、既に公表されている情報
を整えつつ、アクセスしやすくすることができ
る。そのような活⽤できる情報サイトを周知・
普及していくことで、国⺠の情報探索⽅法を簡
便にして利⽤しやすくし、適切な医療機関の選択
に役⽴つことが期待できる。 
以上の3つの課題を改善して、医療情報へのア

クセスと信頼性を担保し、国⺠の情報収集の段
階から意思決定プロセスを⽀援することによっ
て、適切な受診⾏動を後押しし、症状と医療機
関のミスマッチの改善に繋がると考える。 
 
6  限界と課題  

情報提供体制と受診⾏動の相互関係に関する
研究が⽇本では依然として少なく、今後さらに
介⼊研究を実施していく必要性ある。また、⾼
齢化がさらに進むと ICT やIoTといった電⼦デ
バイスに対する障壁が⽣じてくるため、今後の
実現可能な⽅法を追求していくためにも、受診
⾏動と経済的効果、患者満⾜度等の様々な社会
的⾓度から研究を進めていく必要性があるだろ
う。  
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