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医療機能情報提供制度② 
○管理運営、サービス・アメニティに関する事項（基本情報、病
院等へのアクセス、院内サービス・アメニティ、費用負担等）。 
○提供サービスや医療連携体制に関する事項（診療内容、提供
保健・医療・介護サービス）。 ○医療の実績、結果に関する事項。
現在、医療機能情報提供制度のシステムは、都道府県が管理
し個別に運用が行われています。しかし、2024年度までに
全国統一システムに変更し、原則的に全都道府県のシステム
を集約する予定としています。

（ことば395からの続き）

能見将志

●“行動経済学”という言葉を聞いたことが
あるでしょうか？

　行動経済学は、2017年に米シカゴ大学のリ
チャード・セイラー教授が「ナッジ」でノーベ
ル経済学賞を受賞したことで一躍有名になっ
た学問です。
　数年前、厚生労働省が公表した「受診率向上
施策ハンドブック」（参考）は、この「ナッジ理論」
を活用したものです。受診率を強制ではなく、
患者側が自発的な行動によって受診できるよ
うにするための工夫や先進事例が盛沢山です。
一度確認してみてください。

●行動経済学と従来の経済学との違いは、
　理性と感情の違い
　行動経済学は、「人間は感情で動くものであ
る」と言いますが、それまでの経済学は、人は
経済的な合理性によって行動する、という前提
条件のもと成り立っていました。経済的な合
理性とは、かみ砕いていえば損得勘定です。従
来の経済学は、人はこの損得勘定的な判断のみ
によって行動する、と考えられていたのです。
しかしそれは違いますよね。我々はそれほど
合理的な存在ではありません。

●病院経営を例に考えてみましょう
　もし我々が、「常に」「経済的な合理性」でモ

ノゴトを判断できて
いれば、病床削減や転
換、あるいは人材配置
（リストラを含む）は、
もっと簡単にできる
はずです。一般病院
からの転換などもそ
うです。地域ニーズ
や人口動態、今後の疾
病構造を予測すれば、
変化したほうが得策
だと明らかなのにな
かなか出来ません。
こうした「わかっちゃ
いるけれどできない」
というものを解き明
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かした学問が行動経済学です。

●人間は現状維持が大好きで
　変わることが大嫌い
　行動経済学では、人は現在の価値と将来の価
値を同じに見ないことがわかっていて、とりわ
け、将来の価値を割り引く傾向があることを指
摘します。これは「双曲割引」や「時間割引率」
と言った概念で表現されます。双曲割引傾向
が強い人は、ダイエットをすると決めても、目
の前に大好きなケーキが出てくると、それを食
べるという現在の喜びを優先してしまい、なか
なかできません。ダイエットで得られる将来
の喜びは大きく割り引かれてしまうのです。
生活習慣病のドクターなどには必ず必要な概
念ですから、ぜひ検索してみてください。
　この人間の傾向は、広告、テレビCM等の消
費者の心理に付け込むようなマーケティング
で多用されています。健康食品など、「良く効
く」、「効果がある！」といったコマーシャルは、
行動経済学の知見を応用したものと言えます。
“ココロも満タンに”“おねだん以上”といったみ

んな知ってるサウンドロゴは “利用可能性
ヒューリステック”と言われ企業の知名度アッ
プに貢献しています。CMに人気タレントが起
用されていることは、ハロー効果（固着性
ヒューリステック）と言われて販促に寄与し
ています。ブランド品が高くても売れるのは
ヴェブレン効果です。これは顕示効果とも言
われますが、いわゆる人より高い買い物で特別
感を得るといった高揚感を煽られてつい購入
してしまう人もいるということです。

●行動経済学を学ぼう
　行動経済学を知っていると、仕事の上でも役
立つようです。たとえば、仕事を手伝ってもら
う時などでも言い方一つでスムーズに行く場
合があります。このほかにもバンドワゴン効
果、同調効果、フレーミング効果、カクテルパー
ティー効果等々奥深い世界です。皆さんも勉
強してはどうでしょうか。行動経済学を知り、
これら行動の意味付けがわかっていれば、自身
の非合理性を知ることができ、自己対応ができ
るようになるでしょう。
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「明日からダイエットをやるぞ」と決めても、
その明日になったら、また「明日（決意した
日から考えると明後日）からやるぞ」と思っ
たりします。経済学で語られてきた人間で
あれば、「明日からダイエットをやるぞ」と
決めたら、明日からやるはずなのです。
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玄々 堂 内科・呼吸器内科

「健やかで自然な生活を支える医療」をスローガンに掲げる玄々堂内科・呼吸器内科は、代々医師の家系。
初代から数えるとなんと300年もの歴史があるそう。そんな同院が、2020年4月に移転開院したと聞
き、お話を伺ってきました。

家族の視点をもった呼吸器内科、抜群の寄り添い力

1年前にクリニックを移転されたそうですね。

旧医院は結核病棟を有する診療所だったため、

少し奥まったところにありました。思い入れ

のある土地ではありましたが、これから高齢化

する地域のことを思うと、気軽に相談できる利

便性の高い場所のほうがいいと考え、移転開業

しました。

旧医院の受付の窓枠は保存し新クリニックのオブジェに。
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新しいクリニックの特徴を教えてください。

安らぎや心地良さを感じ

ていただける場になるよ

う色合いは落ち着いた感

じで統一しました。また、

お子さん連れの方にも気

軽に来ていただけるよう

キッズスペースも用意しています。新しい設備

にすることで、小さなお子さんからお年寄りま

で、通いやすいクリニックになったと思います。

キッズスペースは嬉しいですね。「子連れで
もいいよ」と言われた気分になります。

当院のキッズスペースにはモニターもつけて

いて、子どもさんが退屈しないよう工夫してい

ますから、小さなお子さんを抱えているお母さ

ま・お父さまでも安心して受診していただき

たいです。私も3人の子どもを育てたのでそう

いう気持ちはよくわかるのですが、母親って家

族のことが第一で自分の健康は後回しにしが

ちです。しかしそれはリスクになります。とく

に肺がんは、自覚症状が起きた時は、すでに全

身に広がっているケースが多いので、定期的な

検診が必要です。「タバコを吸わないから大丈

夫でしょう？女性は大丈夫じゃない？」と思

われている方も多いのですが、タバコを吸わな

くても肺がんになる方もいらっしゃいます。

肺がん検診に力をいれているのですね。

当院では、低線量CTを導入しています。低線

量CTの放射線の量は通常の10分の1程度です

ので比較的安心して定期検査をお勧めできま

す。CTなら胸部X線写真では見つかりにくい

病巣を発見することができますし、肺結核、肺

炎などもわかります。

患者さんは呼吸器疾患の方ばかりですか？

一般内科の方も多いです。かかりつけ医をやっ

ているといろいろな患者さんが来てくださって

楽しいです。先日なんて歯科症状の方も来られ

ました！「歯がグラグラしているけど、診てく

れんね」って。

非該当ですよね？そのままお引き取りいただ
いたのでしょう？

普通はそうかもしれませんね（笑）。しかし当

院はお話をうかがいますよ。なぜって、誰が見

ても歯科ではない当院にふらふらと入ってい

らしたということは、すでに冷静な判断ができ

ていないということです。そのままお引き取

りいただくのは危険です。お口の中を少し見

せていただいて、「これは当院の専門外なので、

専門の先生を紹介しますね」とお伝えし、近く

の歯科クリニックまでお連れしました。

請求は？

もちろん何もいただきません。やりすぎと言

われる方もいるかもしれませんが、それがかか

りつけ医の役割です。かかりつけ医は家族の

視点が必要ですし、家族なら当然そのように対

応するでしょう？

その方は先生の大ファンになられたでしょうね。

後日、この方はわざわざお礼に来られました。

それだけで「対応して良かったな」と思えま

した。

先生にとってかかりつけ医の役割って？

医師の役割って「病気を診ること」ですけど、

地域の医者の役割ってそれだけじゃないよう

に思います。何か困った時にちょっと相談で

きるような存在じゃないかしら。私は、患者さ

んやご家族の皆様とそういう関係性を築いて

いきたいと思っています。そうして重大な場

面に頼ってもらえる存在となりたいです。

次回も引き続き、玄々堂内科・呼吸器内科
さんを取り上げます。

（編集部）
キッズスペース

CT 診察室

クリニック外観
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