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インパクトのある

ペイシェント・エクスペリエンス・プログラム
策定のための青写真
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シリーズ：Insights

多くの病院経営者が抱えるさまざまな課題を
チャンスに変えるために

世界中のあらゆる医療機関が、コストの上昇や質のばらつきといった課題を抱えています。
診断や治療計画はどれも典型的な患者を基準にして進められており、また、ケア提供にばらつきがあったり、
質より量に着目されたりしがちです。ペイシェント・エクスペリエンスに主眼を置いた取り組みはまだ始まっ
たばかりです。さらに、今の医療はまだ「データの秘める可能性」を生かし切れていません。このような現状
を変えるには、一体どうすればいいのでしょうか。
私たちSiemens Healthineersは、製品の技術的優位性だけでなく、お客様のご施設全体のバリュー向上をサ
ポートしていくことが重要と考え、「プレシジョン・メディシンの拡充」、「医療サービス提供の変革」、
「ペイシェント・エクスペリエンスの向上」、「医療デジタル化の推進」を通じて、それをサポートしていき
ます。
お客様の抱える課題に向き合い、より良いアウトカムを目指すパートナーとして、私たちは世界中のソート
リーダーや制度改革に関わる人々との対話を重ねてきました。そして、そこから得た、未来を見据えたアイデ
アや革新的なソリューションなどの多彩な情報を、様々なチャネルを通じてお届けします。ヘルスケア業界の
リーダーらが国や地域を超えてつながり交流を深めるためのサミットやシンポジウムなど、対面形式のプラッ
トフォームも整えています。
シリーズ：Insightsでは、課題にどう取り組み解決するかという点において、世界のプロフェッショナルから、
また最新事例から、次のアクションにつながる具体的かつ実用的な洞察やアイデアをお届けしてまいります。

siemens-healthineers.com/insights-seriesをご覧ください。

白書

インパクトのあるペイシェント・
エクスペリエンス・プログラム
策定のための青写真

はじめに
医療業界に、エクスペリエンスの時代1
が到来した。そのため、ケアの提供方

法に新たな発想が求められ、またケア

を求める側（医療の消費者）は、エクス

ペリエンスに基づいて自身が受ける医

療を選択するようになってきている。

ここで紹介するThe Beryl Instituteと

Siemens Healthineers による共同調

査の結果が、これが現実であることを

裏づけている。

この白書で紹介するペイシェント・エクスペリエンス
の影響要因は、消費者の声に基づいて早期発見を強化
したり2、医療機関のノウハウを業務の中心とすべき
ことを強調するなど、医療の本質にしっかりと根付い
たものである。以降のページでは、こうした考えを実
践に移す方法が述べられている。この調査での発見な
ど、成功を評価する究極の指標となるのは、豊かで実
践的なデータを収集するための経路を創造し、我々を
前進に導く評価と行動のプロセスを構築する能力であ
る。この白書では、それを実践すべく、自身の取り組
みを振り返って行動と改善のチャンスを見極めるため
に取り組むことができる、強力なモデルを提示する。
最も重要な点は、そしてそれは私があらゆる有益なモ
デルに不可欠と考えることであるが、この白書では、
結論において重要なポイントを強調していることであ
る。エクスペリエンスの時代は、自己満足の時代では
なく、また境界に縛られる概念でもない。それは、筆
者らが述べている通り、この研究と作業の本質が明ら
かにしたのは、人間のエクスペリエンスへのコミット
メントには終わりがなく、またあってはならないとい
うことである。

エクスペリエンスへの影響要因の改善に向けた各種の取
り組みは、互いが無関係な別個のものではない。むしろ
医療の消費者から見れば、彼らが出会う全てがエクスペ
リエンスの一部を成すものであり、従ってそれらを総合
して一体的に捉えることこそが重要となる。この必須要
件は、 ‘To Care is Human: The Factors Influencing
Human Experience in Healthcare Today’3 （ケアは人間的
なもの：今日の医療における人間の体験に影響を与える
要因）で示した広義の枠組みを土台としている。 私はこ
の記事で、こう記した。
「エクスペリエンスの影響要因に関するこの研究で明ら
かになったことは、医療関係者はまず第一に、彼ら自身
と、医療サービスを提供する相手とを同じ人間として認
識していることである。つまるところ、人として相手に
語り掛けることが、医療に最も大きな影響を与えるの
だ。」
ジェイソン・A・ウルフ（Jason A. Wolf, PhD, CPXP）
ＴｈｅＢｅｒｙｌ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ プレジデント

The Beryl Instituteについて
The Beryl Instituteは、連携と知識の共有を通じてペ
イシェント・エクスペリエンスの向上に取り組むグ
ローバルな実践コミュニティ。この影響要因調査
は、 2018年12月のレポート ‘To Care is Human: The
Factors Influencing Human Experience in Healthcare
Today.’ の基盤となっている。本白書と関連し
て、The Beryl Instituteは、今回の調査に参加した医
療機関の成功例をケーススタディとして発表してい
る。
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40%の米国民は、病院との

やりとりに不満を抱いている

エグゼクティブサマリー
スコアカードを活用して、ペイシェント・
エクスペリエンス向上の取り組みの不足点、
改善点を発見する。
病院とのやりとりに満足している米国人は60%にとどま
る。そのため、米国でペイシェント・エクスペリエンスが
最優先課題と評価されているのも、意外ではない。 4 The
Beryl Instituteの調査「The State of Patient Experience
2017: A Return to Purpose（2017年のペイシェント・エク

スペリエンスの現状：目的への回帰）」によると、2019年

99% がペイシェント・
エクスペリエンス・プ
ログラムを既に開始し
ている
74% がプログラムを開
始したばかり、または
十分に確立していない

26% は 、 プ ロ グ ラ ム
を十 分 に 確 立 し て い
る と回答
米国の944病院、米国以外の25カ国の246病院
を含む1,600以上の病院を対象にした調査5

から2022年にかけての医療における優先課題のトップ3
は、ペイシェント・エクスペリエンス、スタッフのエン
ゲージメント、コスト管理の3点の改善となっている。5

米国以外でもペイシェント・エクスペリエンスへの注目が
高まっており、総合的なエクスペリエンスに対する取り組
みが定着しつつある。グローバルな調査では、1,600以上の
医療機関のうち80%以上が、エクスペリエンス向上の取り
組みを「確立」または「十分確立」していると答えた一
方、「未着手」と回答したのは1% に過"ぎなかった。 2
この数字は、もはやペイシェント・エクスペリエンス向上
の取り組みを始める理由は問題ではなく、組織の持続的な
成功につながるプライオリティーや実践内容は何かという
ことを突き止めることが重要という段階にあることを物
語っている。 こうした理由から、 Siemens Healthineersと
The Beryl Instituteは 2018年に、ペイシェント・エクスペ
リエンスに最も重要な影響を与える要因を探るため、1,100
人以上のこの分野の専門家（好成績を挙げている医療ユ
ニットのスタッフ294人を含む）および175人の患者とそ
の家族の参加のもと、調査を実施した。参加者には35以上
の要因を評価してもらった。我々は、好成績を挙げている
医療ユニットと患者団体の調査結果をもとに、添付のスコ
アカードに結果をまとめ、最も影響力の大きい要因をケア
の流れに沿って配置した。このスコアカードを使えば、組
織全体のペイシェント・エクスペリエンスへの取り組みを
評価し、 ギャップや改善の余地がある領域を発見すること
ができる。
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課題
効果的かつ持続的なペイシェント・エク
スペリエンス・プログラムを構築するう
えでどのような活動が最もインパクトが
大きいか、必ずしも明らかではない。だ
が適切な取り組みが発見できれば、臨床
的アウトカムと財務的な業績の改善が期
待できる。
多くの医療機関が様々な角度からペイシェント・エクス
ペリエンスの向上に注力しているが、唯一にして最善の
アプローチなど存在しない。他の多くの国と同様、ペイ
シェント・エクスペリエンスをめぐる米国内の状況には
まだ大きなばらつきがあるようだ。6 2017年4月28日付
けのBecker‘s Hospital Review によると、3,499の病院
が、ペイシェント・エクスペリエンスの指標とし
て、Hospital Consumer Assessment of Healthcare
Providers and Systems（HCAHPS） の星の数による評価
を受けている。うち約18%が星1つまた2つ、76%が3つ
または4つで、星5つを獲得している病院は約5%に過ぎ
ない。では、好成績を得た医療機関は、何が違うのだろ
うか？
エクスペリエンスに関して患者から高い評価を獲得した
病院はおしなべて、医療の質や収益性も相対的に高
い。Deloitte Center for Health Solutionsが近年実施した
調査では、HCAHPSで最高のスコアをつけた患者の数が
10%増えるごとに、その病院の純利益率が、スコアが低
い病院と比較して1.4%増加するという結果が出てい
る。7
メディケアの Hospital Value-Based Purchasing Program
も、この事実を裏づけている。これは、患者が報告した
エクスペリエンスに関するスコアが高い病院に、報酬を
与えるプログラムである。ペイシェント・エクスペリエ
ンスは、特に米国のような市場では病院の業績を大きく

患者から星5つの評価を
獲得できた病院はわずか

5%

2,20%

16,09%
42,67%
33,67%

5,37%

3,499病院を対象とした、
HCAHPSによるペイシェ
ント・エクスペリエンス
の評価（2017年）

左右する。しかし、ドイツのように医療体制が一部国営
化されていたり、英国のように国営化されていて収益と
ペイシェント・エクスペリエンスのつながりが弱そうな
国でも、政府がペイシェント・エクスペリエンスを優先
課題に挙げ始めている。ポジティブなペイシェント・エ
クスペリエンスは、イノベーションの推進力となる。そ
してそれがサービスの提供のあり方を変え、ひいては収
益に影響を及ぼすことになる。
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「安全で信頼できるケアが土台にあってこそ、
効果的なエクスペリエンスを創りあげることが
できる」
ジェイソン・A・ウルフ（Jason A. Wolf, PhD, CPXP）

ソリューション
ペイシェント・エクスペリエンスの優
先課題を理解することが、インパクト
のあるペイシェント・エクスペリエン
ス・プログラムの基盤になる。

我々は19カ国のペイシェント・エクスペリエンスの専門
家1,478人を対象に、ペイシェント・エクスペリエンス
に最も大きな影響を与える要因について質問した。回答
の16%は米国以外からのものであった。また調査対象に
は、約300の好成績を挙げている医療ユニットおよび患
者とその家族175人が含まれる。好成績を挙げている医
療ユニットとは：全米の組織に呼びかけ、Hospital
Consumer Assessment of Healthcare Providers and
System(HCAHPS)の総合評価（または同等の評価）で9
または10のトップスコアを獲得した院内ユニットを推
薦してもらった。ただ、単回のHCAHPS評価結果ではひ
とつの目安にしかならないので、 管理上の目的から、9
または10のHCAHPS総合評価を6か月間継続的に達成し
た医療ユニットを好成績ユニットと定義した。
次に、好成績の医療ユニットおよび患者とその家族の評
価を分析して、最も影響力が大きな要因を特定した。回
答者の 70%以上が、ここにあげた要因について影響力が
「大きい」または「最も大きい」と評価した。さらにこ
れらに、主に施設とホスピタリティに関わる「必須」要
因で、回答者の50%以上が影響力が「大きい」または
「最も大きい」と評価したものを加えた。これら全ての
要因をケアの流れに沿って構成したスコアカード（7、9
ページを参照）にまとめた。内容は以下の通りである。

患者と家族を巻きこみ、
入院生活への心の準備をさせる
ケアの過程は、患者と家族が病院に来る前に、彼らを巻
きこむことから始まる。あなたは、5日で外国語を話せる
ようになるだろうか？医療の専門家ではない患者は、ま
さにこれと同じ状況に直面する。医療用語や専門用語
は、わかりづらい。患者と家族が理解でき、彼らのニー
ズに合わせた方法でコミュニケーションをとることが不
可欠である。処置や治療を始める前に、質問を受けつけ
る時間を作ることも有効である。 質問に答えることで、
今後の入院生活への心の準備ができ、患者とケア提供者
の間にパートナーシップを生み出せる。家族との協力
も、同じくらい重要である。家族は、退院後も治療計画
を維持することを助けてくれ、その結果として遵守率が
高まり再入院を回避することが期待できる。

より良い治療決定を行うため、診断エクスペリエンスを最
適化する
ケアチーム内の優れたチームワークが、効率性、透明性、
共感性をもって診断を行う土台になる。患者にやさしいテ
クノロジーにより、診断エクスペリエンスの有効性と快適
性が向上する。不安を積極的に和らげ、受診キャンセル件
数を減らすことで、ケアを受ける機会を増やすことができ
る。もうひとつの側面として、ケアの利用のしやすさがあ
る。医療機関はポイントオブケア検査や遠隔放射線診断を
活用することでその点を改善できる。医療従事者は、これ
らすべての実現を通じて、最善の治療法決定の基盤となる
診断エクスペリエンスを最適化することができる。
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ペイシェント・エクスペリエンスに最大の影響を与える要因 ‒
効果的なペイシェント・エクスペリエンス・プログラムの要素

患者と家族を巻き込む

>

診断エクスペリエンス
を最適化する

>

患者にとって重要な
アウトカムを実現する
ケアの各ステップ内・
ステップ間のコーディネー
ション

患者／家族との効果的な
コミュニケーション

ケアチームのチームワーク

患者／家族が人として
どう扱われているか

診断／検査体験の有効性

患者が医療従事者に
質問する機会

診断／検査体験の快適性

受診中の品質／安全管理の
実践

患者や家族と協力する
／巻きこむ

ケアへの容易なアクセス

処置／治療の臨床的アウ
トカム

ケアの過程に欠かせない
必須要員
臨床チームの健全性

真摯で責任ある疼痛管理

90 – 100%
70 – 90%
50 – 70%

>

患者のロイヤリティを
維持する
スタッフのエンゲージメ
ントのレベル
過去の受診経験
処方薬に関する
コミュニケーション／教育

その影響要因の重要性が
「最も大きい」「大きい」
と評価した回答者（医療機
関、患者とその家族）の割合

経営者のコミットメント
施設の清潔さ
会計／退院手続き
分かりやすい標識、案内表
示施設内の騒音レベル
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「好成績を挙げている医療機関は、わかりやす
い品質・安全管理の実践、効果的な診断・検査
体験、明確なケアのコーディネーションが必要
であることを認識している」
ジェイソン・A・ウルフ（Jason A. Wolf, PhD, CPXP）

患者にって重要なアウトカムを実現する

ポジティブな体験に欠かせない必須要因

ケアの各ステップごとに情報がロスなく引き継がれコー
ディネーションが行われることが、シームレスなペイ
シェント・エクスペリエンスの鍵であり、患者にとって
重要なアウトカムを実現するための土台になる。これに
は、ケアの流れに沿って、無駄や付加価値のない活動を
減らすことも含まれる。責任ある疼痛管理とは、痛みを
伴わない診断検査、および副作用や合併症が少ない治療
を提供することである。ケアを受ける間、患者は臨床的
な処置が正しい品質・安全管理のもとに行われ、処方さ
れた治療が早期回復と生活の質の向上という臨床アウト
カムをもたらすことを期待している。低侵襲治療や画像
誘導下のロボット精密手術などのテクノロジーを活用す
ることで、患者からみたアウトカムを改善することが可
能である。

施設の規模、重点領域や専門性に関係なく、病院に足を
踏み入れた瞬間から患者の認識に影響を与える要因がい
くつか存在する。この「必須要因」は評価で最も重視さ
れるわけではないが、患者が入ってゆく環境を物語るも
のである。具体的には、施設の清潔さ、 案内表示、騒音
レベルなどである。こうした要因は多くの場合、容易に
対応可能であり、ポジティブなペイシェント・エクスペ
リエンスに向けて短期間で成果を挙げることができる。

退院後も患者のロイヤリティを維持する
スタッフのエンゲージメントは、入院中の体験を良いも
のにするための基本である。ロイヤリティは、直近の入
院体験からスタートする。 患者は常に、医療機関や医療
従事者との最近の接触を過去の体験と比較して評価する
ため、この点が重要になる。ロイヤリティを左右するの
は、入院手続きから退院まで、院内で患者が経験するや
りとりの総和である。カルテの開示、健康リテラシーの
サポート、統合的な治療計画の作成、処方薬に関する教
育などを通じて、 患者は自身のアフターケアを計画で
き、不安なく退院でき、再入院の可能性を減らすことも
できる。

入院生活を終えるにあたり、計画的な退院は、退院後の
Ł アに向け患者を準備させる上で大切な手順になる。患
者が退院手続きを終える前に、入院生活についてフィー
ドバックを求め、会計や退院後のケアに関する質問に答
えることで、患者のストレスを和らげ、全般的なエクス
ペリエンスを一層ポジティブなものにすることができ
る。こうした全てを達成するには、臨床チームの健全性
が絶対的に必要となる。 病院経営者が、スタッフの健
康を大切にする文化をサポートすれば、優れた人材の確
保や、スタッフの満足度向上につながり、結果的に、ケ
アの過程を通じて患者の認識を形成するあらゆるやりと
りにポジティブな影響を与えることが容易になる。

フォローアップの提案
siemens-healthineers.com/improving-patient-experience
• The Beryl Institute Study: To Care is Human:
The Factors Influencing Human Experience in Healthcare today

• HBR のペイシェント・エクスペリエンス向上に関するレポート
• Economist のペイシェント・エクスペリエンスに関する論文
‘To Care is Human’ に関連して、The Beryl Instituteでは
調査に参加して好成績を挙げた医療機関のケーススタディを
発表する予定
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適切な要因にフォーカスできているか？
現状を4段階で評価してみよう。
4

取り組みが少ない場合は「1」 - 分析できていない
開始したばかりの場合は「2」 - 弱点を分析し、対策に着手している

継続中・学習中の場合は「3」 - いくつかの対策を実施中であり、KPIをトラッキングして改善法を検討している
エキスパートであれば 「4」 - 課題については改善済みであり、最善の実施法がわかっている

患者と家族を巻き込む

>

–

患者／家族との 効果的な
コミュニケーション

–

–

患者／家族が人として
どう扱われているか

–

–

患者が医療従事者に
質問する機会

–

–

患者や家族と協力する
／巻き込む

–

ケアの過程に欠かせない
必須要因

–

臨床チームの健全性

–

経営者のコミットメント

–

施設の清潔さ

–

会計／退院手続き

–

分かりやすい標識、案内表示

–

施設内の騒音レベル

診断エクスペリエンス
を最適化する
ケアチームのチームワーク
診断／検査体験の有効性
診断／検査体験の快適性
ケアへの容易なアクセス

>
–
–

患者にとって重要なア
ウトカムを実現する
ケアの各ステップ内・ステッ
プ間のコーディネーション
真摯で責任ある疼痛管理

–

受診中の品質／安全管理の
実践

–

処置／治療の臨床的
アウトカム

>
–

–

–

患者のロイヤリティを
維持する
スタッフのエンゲージメント
のレベル
過去の受診経験
処方薬に関する
コミュニケーション／教育

フォームに記入するには、
Adove Acrobat Reader または
他のPDFリーダーが必要です。
インターネット上で無料ダウン
ロードできます。
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ペイシェント・エクスペリエンスの向上のため
適切な要因にフォーカスできているか？
以下の要領でスコアカードを評価してみよう：
7、9ページに、ペイシェント・エクスペリエンスに影響
を及ぼす要因として最も高く評価されたものがケアの過
程に沿って並べられている。例えば「患者／家族との効
果的なコミュニケーション」は、「患者と家族を巻きこ
む」というフェーズでは最も重要な影響要因である。同
じフェーズの中では、重要性が下がるにつれて下になる
ように並べてある 。とは言っても「患者や家族と協力す
る」がこのフェーズで重要でないわけではない。回答者
の70%以上が、この要因を重要性が「大きい」または
「最も大きい」と評価している。また、「必須要因」は
基本的なニーズを反映するものなので、より幅広いペイ
シェント・エクスペリエンス・プログラムに盛り込むべ
きである。このスコアカードは、病院のペイシェント・
エクスペリエンス向上に向けた取り組みの様々な段階で
活用できる。

1

現在のペイシェント・エクスペリ
エンス向上の取り組みを評価する

あなたの施設のペイシェント・エクスペリエンスに関す
る取り組みのリストを作成し、それをスコアカードの各
フェーズにある影響要因のボックスのいずれかに当ては
める。各取り組みについて、その成熟度を数字で評価す
る。できるだけ単純に、1～4の数字で評価する。評価の
仕方については、9ページ上部に説明がある。

小さい数字が上段のボックスにある場合には、優先順位
の見直しが必要かもしれない。上段にある取り組みに
もっと力を入れ、下段の取り組みに費やす労力は減らし
てもよいだろう。あなたの施設の取り組みがどのボック
スにも該当しない場合は、ペイシェント・エクスペリエ
ンスの向上に特に重要とみなされていない要因に注力し
てしまっていることになる。そのリソースを、別の取り
組みにシフトすることを検討すべきである。

2

ペイシェント・エクスペリエ
ンス・プログラムを開始する

ゼロから始める場合、あなたの施設の強みと専門領域を
よくわかっている分野横断的なチームを設置して、現場
やケア提供者の視点を取り入れるとよいだろう。チーム
はスコアカードの枠組みを用ることで、自施設ではどの
フェーズ、どの影響要因の向上に取り組むべきかを協議
することができる。どれを選ぶにせよ、誰がその実行を
推進し、どんな方法で評価するかを決めておくことが重
要である。この調査で我々がインタビューしたエキス
パート達は、まずは2、3の重要な取り組みに焦点を絞る
よう推奨しており、そうすることで通常の業務と並行し
て取り組みを推進し、短期間で成果を出すことが可能に
なると述べている。

各フェーズの一番上のボックスの点数が高いかどうか、
確認する。点数が高ければ、好成績を挙げた医療機関や
患者とその家族が最も重要と答えた影響要因に対して正
しく取り組みが行われていることになる。大きい数字、
つまり成熟度が高い取り組みが下段のボックスにあり、
Insights series Issue3
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結論
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スペリエンス向上に関するソートリーダーに育て上げて
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ンバーとゲストを集め、ペイシェント・エクスペリエン
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Siemens Healthineersは、プレシジョン・メディシンの
拡充、医療サービス提供の変革、ペイシェント・エク
スペリエンスの向上、そしてこれらすべてを可能にす
る医療デジタル化の推進を通じて、医療機関の皆様の
バリュー向上に向けた取り組みをサポートしたいと考
えています。世界中で毎日推計500万人の患者さま
に、画像診断・治療、臨床検査、分子医療、デジタル
ヘルス、エンタープライズサービスの各領域における
弊社の画期的なテクノロジーとサービスが貢献してい
ます。
私たちはメディカルテクノロジーにおけるグローバル
リーディングカンパニーであり、120年以上の経験と
18,000件の特許を保有しています。75カ国50,000人
以上の従業員が総力を挙げて、今後も医療にイノベー
ションを起こし、未来を形作っていきます。
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