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} Chronic Disease Self-Management Program
} 1980年代から、スタンフォード大学医学部患者教育
研究センターが開発を始めた、慢性疾患をもつ人たち
を対象とした自己管理の技術獲得を支援するプログラ
ム

} 初めは関節リウマチの関節炎をもつ人を対象としたプロ
グラムとして開発され
たが、慢性の病気をもつ人

たちの抱える課題は似通っ

ていることがわかり、疾患

横断的なプログラムになった



} 病気の種類を問わず、8～16人で集まって、
} 毎週1回2時間半、全6回のワークショップ形式
で学ぶ

＜例＞ 1回目 9／25（日） 13：30～16：00

2回目 10／ 2（日） 13：30～16：00

3回目 10／ 9（日） 13：30～16：00

4回目 10／16（日） 13：30～16：00

5回目 10／23（日） 13：30～16：00

6回目 10／30（日） 13：30～16：00



2005年10月 ～ 2021年3月末日の期間に

全国 21 都道府県で 246回のワークショップを開催

参加者合計 2,297名 １８５疾患

これまでの開催会場 (一部）

} 北海道：北海道難病センターなど

} 東京都：東京大学医学部附属病院、

東京山手メディカルセンターなど

} 埼玉県：埼玉県障害者交流センター

} 宮城県：仙台市宮城野障害者福祉センターなど

} 愛知県：中京病院など

} 富山県：富山県難病相談・支援センター

} 熊本県：熊本県難病相談・支援センター、

熊本大学病院、人吉医療センターなど

} 佐賀県：佐賀県難病相談・支援センター



} 2人の進行役がリーダーとして実施
} 2人のリーダーのうち必ず1人、もしくは2人とも病気
をもっている人が務める
⇒スタンフォード大学が定める、進行役を育成
するための4日間のリーダー研修を受講し、
認定を受けた者が務める

} 質を担保するため、進行役はスタンフォード大学が
定めた進行マニュアルに沿って進行する
⇒全国どこでも、同じ質のワークショップに
参加できる
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}慢性疾患をもつ人たちは、病名は違っても、

直面する問題は似通っている

症状・
治療

感情生活

•痛み、しびれ、疲労など
•自分の病気/病状を知る
•自分の望みを医療関係者

に伝える
•服薬、食事、運動などを

適切に行う

•病気の不安
•制限された生活へのイラ

イラ
•「なんで自分だけが」と
いう、やるせない思い

•社会的な役割
(仕事、家事、育児など)

•友人との関係
•趣味の活動

⇒3つの課題に自己管理で対処する技術を伝える



• 病気で困っていることに対して、セルフマネジメントで解
決する方法を考えていきます

症状・治療で

困ること

生活で

困ること

感情で

困ること

・自分に適切な運動 ・薬の使い方

・健康な食事 ・医療従事者との協働

・よい睡眠 ・体重管理 ・口腔衛生 など

・良いコミュニケーションの取り方

・疲労の管理 ・災害の備え など

・
問
題
解
決
法

・
意
思
決
定

・
ア
ク
シ
l
ン
プ
ラ
ン

・イライラや怒り、不安などに対処する方法

・肯定的な考え方 など

個別的技術横断的技術



}バンデューラ(A.Bandura)が社会学習理論の中で提
唱した、「自己効力感(self-efficacy)」によって人間
の行動を解明する理論

●結果予期
「その行動を
とると、どう

いう結果にな

るのか？」

●効力予期
「自分にでき

るか？」

決
定

行
動

結
果

経験・
知識

自
己

※『糖尿病患者のセルフマネジメント教育』（安酸史子著、メディカ出版）P90～
95を参考に図示



•病気によってできないことが増える

•人に助けてもらってばかり

•誰も自分のつらさをわかってくれない

•痛い、だるいなどの症状があって動けない

⇒効力予期が低いと、新しい行動（自己管理
行動）を起こすことが難しい



}バンデューラは、自己効力感を高めるには

以下の4点が必要だと説明している

① 自身の成功体験 (Experience)
② 他者の成功体験 (Modeling)
③ 言語による励まし (Verbal Persuasion)
④ 心地よさ (Psychological Factors)



} CDSMPのワークショップでは、毎週、アクションプランを立てて実行
し、次の週のセッションで実施結果を発表する

できた

できなかった

●やりたいこと
「義務ではない」
・旅行に行く

・友だちと会う

・好きな本を読む

●1週間でできること
「目標の細分化」

・旅行のパンフレットを見る

・電話をして会う約束をとる

・30ページ読む

①自分
の
成功体
験

①自分の成功体験 ②他者の成功体験 ③励まし、認められている感覚 ④喜び、心地よさ

④心地
よさ

③周りか
ら褒めら
れる

③周り
からの
励まし

問題解決法
を使って、
みんなで問
題解決

④心地
よさ

6週間繰り返す

6週間繰り返す



①自分の成功体験 ②他者の成功体験 ③励まし、認められている感覚 ④心地よさなど

}他者のアクションプランを見て…
できなかった

できた

●問題解決の支援

「こんな風にしたらどう
ですか？」

●他者の成功体験

「自分もやってみよう
かな」

①人の役に立った

④助けになって良
かった

②他者の成功
体験

④良かった



昨年、熊本県難病相談・支援センターでワークショッ
プを受講しました。突然バセドウ病や心臓弁膜症、
パーキンソン病などを発症し、いろいろな病気を抱え
てうつ病になって、会社も辞めていたのですが、思い
切ってCDSMPのワークショップに飛び込んでみまし
た。その時にアクションプランをたてて取り組み、自
分に出来ることもまだあるんだと気付きました。今は
リンパストレッチをしていますが、体を動かすことで
少し元気になってきたし、病状も安定してきました。
ワークショップを受講した結果です。

男性 パーキンソン病、心臓弁膜症、バセドウ病



自分の病気以外の慢性疾患をもつ方と出会うことができ、
病気をもちながら日常生活を送ることの苦労など病気との
付き合い方を知ることができました。
コツコツと小さな目標を立てて、少しずつ実行するという
のは、苦手で向いていないと思っていましたが、アクショ
ンプランを立て、誰かと励まし合いながらだと実行できる
とわかりました。また、小さな達成感が、次へのやる気に
もつながると実感しました。ストレスを感じた時も、対処
法のレパートリーが増え、冷静になれることも増えたと思
います。

30代 女性 1型糖尿病



一人で抱え込んでいたことも言葉にすることでどのように
すれば糸口が見つかるか考えることにつながった。互いに
思いを聞き合うことで客観視できる効果があると思った。
進行係の二人は病気を抱えつつ子育てやパートのお仕事と
NPOの活動を両立させておられて私たちの学びに寄り
添ってくださった。一生の病気とのおつきあいで、実際は
体調も快調な日ばかりではなかったはず。病気の体験者だ
からこその説得力ある態度や、自らの価値判断を押し付け
ないように等々、よく訓練されていると思った。

60代 女性 糖尿病、高血圧、家族ががん



この3年間、3回の入院や症状が治まらず、早く治
りたい一心で治療を優先しすぎる生活が続き、心
身ともに参っていました。このワークを通じて気
持ちも少し楽になり、また、病気を抱えながらも
人生をエンジョイしようとしている人の姿を見て、
自分ももう少し肩の力を抜いてエンジョイしてみ
ようと明るい気持ちになりました。

40代 男性 潰瘍性大腸炎



6週間のCDSMPワークショップを通して
同じ悩みをもつ仲間ができます。それまでは

1人で悩み暗い表情をしていた方が、ワークショップ受講
後には生き生きとした笑顔で帰って行かれる、という光景

を何度も目にしました。悩み抜いて相談に来られた方が6
週間のワークショップを受けた事で、病気を前向きに捉え
る事が出来るようになり、現在は地域や疾患別患者会の

リーダー的立場になったり、ピアサポーターの研修に参加
したり、就職が決まったり、当センターのスタッフになっ

たりしています。

このようなことから、CDSMPはその人が本来持って
いた『生きる力』を引き出す不思議な力を持っていると

感じます。自己管理の技術を学ぶことで、ワーク

ショップを受けたそれぞれの人が、自分の問題を自分で
解決する方法を考えることが出来るようになります。
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}病院の外来やクリニックなどでプログラムを紹介することが難
しい。

}慢性疾患とうまく付き合って生活の質を上げていくためには、
患者自身のセルフケアの力が不可欠であるが、今の医療に
おいては、この点は患者任せになっている。

}医師の許可がないと、プログラムの参加者を募ることが難し
い。

}慢性疾患は医学的な治療だけでは症状管理や悪化予防
は困難。病院の外来やクリニックが在宅医療の最前線とし
て、患者の自己管理に着目した支援を提供できる機能が
弱い。

慢性疾患セルフマネジメントプログラムの
普及活動の課題



}骨子２：医療提供体制の充実

◦慢性疾患患者の生活の質を高めるためには、自己
管理の力を強化することが不可欠であるが、現在の
医療提供体制ではこのような観点からの支援が弱い。

}骨子４：患者本位の医療

◦患者自身が自分の状況等に合わせて病気への治
療や対処方法を自己決定することを尊重し、実行を
支援することが重要。


