
Minds 医療情報サービスの概要

• Medical Information Network Distribution Service 
（語呂合わせだが、心のこもったサービスを目指す）

• 日本医療機能評価機構の医療情報サービス事業とし
 て平成１４年度から準備開始

• 厚生労働科学研究費補助金による研究事業

• 目標：
 
各種の医療情報の提供を通じて、国民全員が

 質の高い医療を享受できる環境を実現する



医師向けニーズ調査

• 対象：
– 日本医師会A会員（開設者）10000名
（母集団総数約７万名から無作為抽出）

– 日本医療機能評価機構認定病院勤務医8562名
（認定病院773病院に常勤医師数による重み付けをして無作為抽出）

• 質問票
– 郵送法，自記式

– ２４問全１１ページ

• 中間報告
– 使用データ数：医師会員1847，認定病院医師5740

– 回収率：医師会員
 

18.5％，認定病院医師
 

67.8％



「日常診療ガイドラインを参考とした治療を
 行っていますか」

（回答総数７５８７名中ガイドライン閲覧経験のある４６３１名を対象）

時々参考にして
いる, 2927

大いに参考にし
ている, 1079

全く参考にしてい
ない, 35

無回答, 50

あまり参考にして
いない, 540



「診療ガイドラインを使用する場合どこまでの情報を
 提供してほしいと思いますか」

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【日本医師会会員】

【認定病院医師】

推奨のみ

　＋根拠についての説明

　＋根拠の出典論文

　＋根拠となる論文の抄録

その他の情報

特に必要とは思わない

無回答



「ガイドラインの引用論文そのものがすぐ
 参照できるとすれば参照すると思いますか」

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【日本医師会会員】

【認定病院医師】 必ず参照すると思う

抄録で納得がいかない場合には
参照すると思う

余裕があれば参照すると思う

多分参照しないと思う

全く参照しようと思わない

無回答



「どのような医療情報の提供を特に重視すべき
 ですか」（２つまで回答）

平易な医療情報にするこ
と, 852

端的にわかる医療情報に
すること, 1207

その他, 104

無回答, 76

その場で対応できる同時
性のある医療情報にする

こと, 2004

最新のトピックの医療情報
にすること, 1984

教科書的な幅広い分野を
網羅した医療情報にする

こと, 2100

臨床上の疑問に対する回
答型の医療情報にするこ

と, 2977

問題解決型の医療情報に
すること, 3158



「医療情報サービス事業によって提供される
 

医療情報を得る理由は」（複数回答）

患者・家族への説
明のため, 4601

目の前の患者への
診療方針の決定の

ため, 5902

最新の情報の取得
のため, 4934

無回答, 60

その他, 58

学生、研修医等へ
の教育のため, 942

生涯学習のため,
2188

特に必要とは思わ
ない, 31



「医療情報サービス事業で提供される情報を
 得るとしたら、主としていつそれを得たいと思
 いますか」（複数回答）

診療と診療の
合間, 3697

診療終了後,
3659

無回答, 78
診療の最中患
者の目の前で,

1088休日, 407



「医療情報サービス事業で提供される情報を得る
 としたらどのような方法がよいですか」

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【日本医師会会員】

【認定病院医師】

インターネットに接続されてい
るコンピュータ

インターネットには接続され
ていないコンピュータ

印刷物として

その他

無回答



ニーズ調査からわかったこと

• 診療に直結した情報が求められている

• 診療ガイドラインのみでなく、その根拠と
 

なる科学的根拠も求められている

• 十分な時間をかけて吟味・検討するため
 

の情報が求められている



目標達成を目指してMINDSが心がけたこと

• 中立性・公平性：
 

第三者の立場での運営

• 科学性：
 

EBMの重視

• 支援性：
 

医療提供者と患者の双方を支援

• 実践性：
 

実際の診療に役立つ情報提供

• 最新性：
 

インターネットの特性の活用

• 双方向性：
 

利用者からのフィードバックを重視



診療ガイドライン
関連医学文献
トピックス

診療ガイドライン
関連用語集
トピックス

• 医療提供者と患者による情報の共有
- 疾患に関する基本的知識
- 診療方法の選択肢、期待される効果

• 個々の患者にあった診療方法について合意の形成

MINDS医療情報サービス

医療従事者と国民・患者の双方への情報提供



診療ガイドライン

個々の患者に応じた
自由裁量の範囲

改善が求められる診療

（将来の最低レベル）

最低限の診療レベルの保証と自由裁量の確保



提供情報の最新性の確保

診療ガイドライン

関連医学文献

トピックス

MEDLINE等データベース

文献検索・選択

レビュー（EBM、疾患専門家）

作成班、委員会*による承認改訂 診療ガイドラインの
補足



診療質問箱
ケース登録

診療質問箱

• 診療ガイドラインの具体的適用法に関する疑問
• 実際に診療ガイドラインを適用する際の疑問点、問題点
• 患者に診療ガイドラインを適用した場合の成功例、非成功例

MINDS医療情報サービス

利用者との双方向性の確保



今後の計画

• 平成１５年９月
 

情報提供システム完成

• 平成１５年１０月～
 

一部での試験公開

– 提供システムの使い勝手について

– 提供システムの使い方でお判りになりにくかった点

– 臨床専門情報における４疾患（くも膜下出血、脳梗塞、
 糖尿病、喘息）の提供情報の内容について

– 利用方法の説明、利用規約等について

• くも膜下出血、脳梗塞、糖尿病、喘息
 
準備完了

• 平成１５年度中に数疾患を追加する予定



（財）日本医療機能評価機構による
 医療情報サービス事業について



診療ガイドライン及び、その基礎となる医学文献を科学的な評価をした上で

 データベースとして整備し、インターネット等を通じて全国の医療従事者や国

 民に提供することを目的とします。さらに、学会等が行う診療ガイドラインの

 作成、更新を支援していくことも目的とします。

 
本事業は、医療従事者が日常診療を行う上での意思決定を支援し、また患者が

 自らの医療を選択する上での意思決定も支援することにより、個々の患者に適

 した最善の医療の提供、すなわちＥＢＭの実現を可能にします。

 
なお、本事業の目指す情報提供は日常診療の支援を目的とするものであり、診

 療内容を拘束するものではありません。

（医療情報サービス事業

 
平成１４年度計画書より抜粋）

事業概要事業概要



医療情報サービスセンター

診療ガイドライン
情報提供

病気の基本知識
診断・治療の
情報提供

医師と患者による情報共有・合意形成

医療情報サービスセンターの役割



診療ガイドラインの基本的構造

リサーチクエスチョン

引用文献

推 奨

勧告の強さ

エビデンスレベル

アブストラクトフォーム

書誌情報

アブストラクトテーブル「診療ガイドライン作成の手順」
（福井ら）

実行可能性など



クリニカルクエスチョン

 
登録／更新

トピックス
登録／更新

診療ガイドラインの

 
デジタル登録

クリニカル
クエスチョン

利用者管理

インター

 ネット網

医療機構内／運営事務局医療機構内／運営事務局

トピックス

アブストラクト
フォーム

利用者データ

システムセンターシステムセンター

ガイドライン

アブストラクトフォーム
登録／更新

医学文献
各疾患別年度別
診療ガイドライン

その他コンテンツ各種検索
機能
・

ナビゲーション
機能

ガイドライン作成班

 
の皆様

一般臨床家・専門

 
医の皆様

一般の皆様

サービスイメージサービスイメージ

(財)日本医療機能評価機構



診療ガイドライン
・・・疾患毎・発行年度毎の診療ガイドラインをデジタル化し、掲載する。

医学文献
・・・ガイドラインでの引用文献、および、ガイドライン作成後に発表された

医学文献を、本機構独自のアブストラクトフォームの形態で作成し、
掲載する。

クリニカルクエスチョン
・・・利用者が頻繁に直面する臨床課題を事前に多数用意し、掲載する。

トピックス

 ・・・該当疾患に関する最新情報を執筆編集し、トピックスとして掲載する。

主な提供データ主な提供データ

主に下記の４つのデータベースを構築し、インターネットでの検索や閲覧を

可能にする。



ワード検索によるアプローチ
・・・機構独自のキーワードや、シソーラス辞書等を駆使し、情報を絞り込ん

で検索・閲覧することができる。

クリニカルクエスチョンからのアプローチ
・・・事前に多数用意したクリニカルクエスチョンの中から、利用者自身が

直面している質問に近いＱを選択することで、そのＱに関連するガイド
ライン該当箇所や医学文献へたどり着くことができる。

ケースシナリオによるアプローチ
・・・眼前の患者のケース（条件）を入力すると、ガイドライン上の該当箇所

へたどり着くことができる。

目次からのアプローチ
・・・各種データを階層構造化（ディレクトリー化）して、見やすく提供する。

データへのアプローチ方法データへのアプローチ方法

利用者に対しては、下記のような様々なデータへのアプローチ方法を提供し、

 ガイドラインや医学文献を参照する際のアクセスビリティー（利便性や操作性）

 を高める。



診療質問箱
・・・自身が直面している疑問を受付けＤＢに蓄積するともに、参考になり

そうなデータ（ガイドライン回答箇所や文献等）があればそれを回答
する。

ケース登録
・・・利用者自身の診療ガイドライン適用の実ケースを提供していただき、

ＤＢに蓄積、当該サービスの向上に活用する。

ご意見・問い合わせ
・・・当該サービスに対する意見や質問を受付、当該サービスの向上に活用する。

利用ログ分析
・・・当該サービスにおける、各種データや各種アプローチ方法の利用状況、

利用者の属性と利用方法との相関を計測し、当該サービスの向上に活用する。

利用者からのフィードバック利用者からのフィードバック

インターネットの即時双方向性を利用し、利用者からの質問・意見や、

 実際の診療ケースを吸い上げる。

また、利用履歴（ログ）を定期的に分析することで、利用者ニーズを

 定量的に把握する。



































「医学関連文献の評価選「医学関連文献の評価選  
定基準について」定基準について」

森實敏夫森實敏夫
 

Toshio Morizane, MDToshio Morizane, MD
神奈川歯科大学神奈川歯科大学

 

内科内科

医学文献評価選定委員会委員長医学文献評価選定委員会委員長

20032003．．10.2510.25
EBMEBM研究フォーラム研究フォーラム



科学的方法と数学的方法科学的方法と数学的方法

角の欠けたチェ
 スボード

白のますが32個
黒のますが30個

ます2個分の大
 きさの牌で全面
 を覆うことは可

 能か？



科学的方法科学的方法

•実際に牌を並べて、覆ってみる
•いくつかの並べ方を試す
•どの並べ方も全面を覆うことが

 できない
•したがって、この実験結果から

 全面を覆うことは不可能であると
 いう結論が導き出される

しかし、すべての並べ方を試していないので、結
 論が間違っている可能性が残る！



数学的方法数学的方法  by Pythagorasby Pythagoras
•牌は必ず隣り合った2つのますを覆

 い、2つは必ず異なる色である
•したがって、30個の牌を並べると、

 30個の黒のますと30個の白のます
 が覆われる

•残り2個のますは白である

•したがって、全面を覆うことは不可
 能であるという結論が導き出される

数学では疑いなく正しい結論を導き出す論理を組
 み立てる。したがって、結論は絶対に正しい！



エビデンスとコンセンサスエビデンスとコンセンサス

►►エビデンスとは科学的根拠エビデンスとは科学的根拠
科学は理論に基づいている→過誤が含まれる可科学は理論に基づいている→過誤が含まれる可
能性がある能性がある

►►コンセンサス→コンセンサス→22つの同意の要素つの同意の要素
あるイシューについてみんながどれだけ同意するあるイシューについてみんながどれだけ同意する
かか

お互いがどれくらい同じように同意するかお互いがどれくらい同じように同意するか

コンセンサスは必ずしも正しいとは限らないコンセンサスは必ずしも正しいとは限らない



コンセンサス形成法の特徴コンセンサス形成法の特徴

►►無名性無名性  ––
 

特定の人の影響を避ける特定の人の影響を避ける

►►繰り返し繰り返し  ––
 

意見を変更できる機会を与える意見を変更できる機会を与える

►►制御されたフィードバック制御されたフィードバック ––
 

グループのグループの
 反応と個人の反応を示す反応と個人の反応を示す

►►グループの反応を統計学的に示グループの反応を統計学的に示  すす––
 

定量的にまとめる方法を用いる定量的にまとめる方法を用いる



問題の定義問題の定義

スタッフチームの結成スタッフチームの結成

結果の報告結果の報告

第1回Delphi第1回Delphi
• 最初のリストの作成
• 意見を集約して
• 質問票を作成し送付

エキスパートの選出エキスパートの選出

• 参加者は単独で賛成-反対を一定のスケールで

 点数を付ける
• 点数の分布，中央値，範囲などを解析する
• 解析結果を付けて質問票を再度送付

第2回Delphi第2回Delphi

第3回Delphi第3回Delphi • 参加者はグループの結果を参考にして再度

 点数を付ける

コンセンサスに達するまで
第3回Delphiを繰り返す

コンセンサスに達するまで
第3回Delphiを繰り返す

デルファイ法
Delphi process



1    2    3    4    5    6    7    8    9

中央値

範囲

0  完全な反対
1  完全な同意（賛成）

1    2    3 4    5    6 7    8    9

1    2    3 4    5    6 7    8    9

強い同意

ゆるい同意

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
5 – 3 - 9 – 4 – 3 –18-18- 12- 16-12

*



0  強く反対する

1 反対する
2 どちらでもない
3 同意する
4 強く同意する

はい
いいえ
不明

はいと答えた参加者数－
 いいえと答えた参加者数

5-point Likert scales



►►コンセンサス形成は必ずしも正しい答コンセンサス形成は必ずしも正しい答
 えを見つけたということではない。えを見つけたということではない。

►►コンセンサス形成法はその時点の医コンセンサス形成法はその時点の医
 学についての意見を同定し、一致の学についての意見を同定し、一致の

 ある、あるいは、ない領域を見つけ出ある、あるいは、ない領域を見つけ出
 すことである。すことである。

►►診療ガイドラインの作成にコンセンサ診療ガイドラインの作成にコンセンサ
 スを用いるのはスを用いるのはそれが適切な特殊なそれが適切な特殊な
 項目に限定されるべき項目に限定されるべきである。である。



「医学文献評価には研究デザインごとの「医学文献評価には研究デザインごとの
 スコアシステム（スケール）による評価がスコアシステム（スケール）による評価が
 必須である」必須である」

４：強く同意する４：強く同意する

33：同意する：同意する

22：どちらでもない：どちらでもない

11：反対する：反対する

00：強く反対する：強く反対する



臨床家の要求臨床家の要求

►► エビデンスをどうやって検索・入手するか？エビデンスをどうやって検索・入手するか？

►► 目の前の患者にエビデンスを適用してよいか？目の前の患者にエビデンスを適用してよいか？

診断診断

治療、介入治療、介入

►►症状改善症状改善

►►治癒治癒

►►発症予防発症予防

予後の推定予後の推定

►► 結論は結論はイエスかノーかを短時間でイエスかノーかを短時間で知りたい知りたい

外的妥当性（一般化）

異なる研究デザイン



医学文献評価選定の目的医学文献評価選定の目的

1.1. クリニカルクエスチョンに関係のある論文はどクリニカルクエスチョンに関係のある論文はど
 れか？れか？

2.2. 臨床的意義のある論文はどれか？臨床的意義のある論文はどれか？

3.3. 妥当性の高い論文はどれか？＝エビデンス妥当性の高い論文はどれか？＝エビデンス
 レベル（質）の高い論文はどれか？レベル（質）の高い論文はどれか？

4.4. これらの情報を提供してこれらの情報を提供して臨床判断を支援臨床判断を支援すす
 る！る！



臨床判断に関与する要素臨床判断に関与する要素

エビデンス
1．患者のデータ
2．基礎、臨床、疫学研究
3．ランダム化比較試験
4．システマティックレビュー

患者/医師の要素
1．文化、信仰
2．個人の価値観
3．経験
4．教育

制約
1．公的方針、法律
2．地域の水準
3．時代
4．保険制度

倫理ガイドライン

知識

臨床判断

Mulrow
 

CD, et al. 1998.



医学文献評価選定に求められること医学文献評価選定に求められること

1.1. クリニカルクエスチョンに対応した文献検クリニカルクエスチョンに対応した文献検
 索の戦略索の戦略

特異的に、もれなく特異的に、もれなく

2.2. 論文からの正確なデータ抽出論文からの正確なデータ抽出
EBMEBMデータテーブルデータテーブル

3.3. MindsMindsアブストラクトの品質保証アブストラクトの品質保証

4.4. 論文の妥当性の評価＝エビデンスレベ論文の妥当性の評価＝エビデンスレベ
 ル（質）ル（質）



クリニカルクエスチョンクリニカルクエスチョン
►►

 

疾患あるいは病態は何か？疾患あるいは病態は何か？
►►

 

患者の特性は？（年齢、性別、など）患者の特性は？（年齢、性別、など）
►►

 

予知因子：介入または暴露は何か？予知因子：介入または暴露は何か？
►►

 

解答を得るための 善の研究は？解答を得るための 善の研究は？
研究デザイン研究デザイン MA  RCT  CCT  CO  CC  CS  CA   UNMA  RCT  CCT  CO  CC  CS  CA   UN
実行可能性実行可能性 高高 中中 低低 不明不明

対照対照は何か？は何か？
►►

 

予測される結果予測される結果
►►

 

解答が得られたら改善する解答が得られたら改善するアウトカムアウトカム
AAは生存の便益は生存の便益
BBは診断の改善は診断の改善
CCははQOLQOL（（Quality of lifeQuality of life）の改善）の改善
DDは関係のある病態生理学的パラメーターの改善は関係のある病態生理学的パラメーターの改善
EEは医療費に対する影響は医療費に対する影響

►►

 

効果指標の大きさはどれくらいか（リスク比）？－効果指標の大きさはどれくらいか（リスク比）？－高（高（<0.5<0.5））

 

中（中（0.750.75--0.50.5））

 

低低

 
（（>0.75>0.75））

 

不明不明

►►

 

リスクは？－高リスクは？－高

 
中中

 
低低

 
不明不明

►►

 

コストは？－コストは？－

 
高高

 
中中

 
低低

 
不明不明

►►

 

影響を受ける患者の割合は？－影響を受ける患者の割合は？－高（高（>50>50％）％）

 

中（中（2525--5050％）％）

 

低（低（<25<25％）％）

 

不明不明



ケースコントロール（症例対照）研究
（Retrospective)

コホート研究
（Prospective)

ランダム化比較試験
（Prospective)

a

d

c

b

症例

対照

a

d

b

c

＋

－

＋

－

b

c

a

d

＋

－

実験群

対照群

介入

対象者

横断研究

アウトカム＋
検査＋

アウトカム＋
検査－

アウトカム－
検査＋

アウトカム－
検査－

対象者

リ
ス
ク
フ
ァ
ク
タ
ー

＋

－

リ
ス
ク
フ
ァ
ク
タ
ー

ランダム化

 
割付

＋

－

＋

－

ア
ウ
ト
カ
ム

＋

－

ア
ウ
ト
カ
ム



効果指標効果指標

ddcc予知因子また予知因子また
 は介入（－）は介入（－）

bbaa予知因子また予知因子また
 は介入（＋）は介入（＋）

アウトカム（－）アウトカム（－）アウトカム（＋）アウトカム（＋）

リスク比(RR) = [a/(a+b)]/[c/(c+d)]
相対リスク減少率＝1 － RR
絶対危険率減少 (ARR) = c/(c+d) – a/(a+b)
NNT = 1/|ARR|
オッズ比 (OR) = (a/b)/(c/d) = (a/c)/(b/d) = ad/bc



エビデンスの質の評価エビデンスの質の評価

IaIa 複数のランダム化比較試験のメタアナリシスに複数のランダム化比較試験のメタアナリシスに
 よるよる

IbIb 少なくとも少なくとも11つの、ランダム化比較試験によるつの、ランダム化比較試験による
IIaIIa 少なくとも少なくとも11つの、よくデザインされた非ランダムつの、よくデザインされた非ランダム

 化比較試験による化比較試験による
IIIIｂｂ

 
少なくとも１つの、他のタイプの良くデザインされ少なくとも１つの、他のタイプの良くデザインされ

 たた準実験的研究による準実験的研究による
IIIIII 比較研究や相関研究、ケースコントロール研究比較研究や相関研究、ケースコントロール研究

 など、よくデザインされた観察研究によるなど、よくデザインされた観察研究による
IVIV 専門委員会の報告や意見、あるいは権威者の専門委員会の報告や意見、あるいは権威者の

 臨床経験臨床経験

AHCPR：
 

Agency for Health Care Policy and Research. 



エビデンスのレベルエビデンスのレベル

I. I. システマティックレビューシステマティックレビュー//メタアナリシスメタアナリシス

II. 1II. 1つ以上のランダム化比較試験によるつ以上のランダム化比較試験による

III.III.非ランダム化比較試験による非ランダム化比較試験による

IV.IV.分析疫学的研究（コホート研究や症例対照研分析疫学的研究（コホート研究や症例対照研
 究による）究による）

V.V.記述研究（症例報告やケース・シリーズ）による記述研究（症例報告やケース・シリーズ）による

VI.VI.患者データに基づかない、専門委員会や専門患者データに基づかない、専門委員会や専門
 家個人の意見家個人の意見



なぜ質の悪い論文が出版されるか？なぜ質の悪い論文が出版されるか？

►► もとの研究が不完全であるもとの研究が不完全である

統計学専門家の参加なしに研究が行われる。統計学専門家の参加なしに研究が行われる。

研究専門家ではなく研究方法論に未熟な医師が研究手法研究専門家ではなく研究方法論に未熟な医師が研究手法
の重要性に気づかず研究を行う。の重要性に気づかず研究を行う。

研究デザインの重要性を無視して統計解析のみが行われ研究デザインの重要性を無視して統計解析のみが行われ
る。る。

倫理委員会のレビューが不十分で研究の問題点を見逃す。倫理委員会のレビューが不十分で研究の問題点を見逃す。

間違った、あるいは、不適切な方法を用いる。間違った、あるいは、不適切な方法を用いる。

►► ピアレビューが不完全であるピアレビューが不完全である

Altman DG: JAMA 2002;287:2765-7.



医学雑誌の特徴と論文の質医学雑誌の特徴と論文の質

雑誌の特徴雑誌の特徴 数数 係数係数** ** （（9595％％CICI）） PP値値

引用率引用率 3030 0.0550.055 (0.037(0.037--0.073)0.073) <0.001<0.001

Impact factorImpact factor 3030 0.062  0.062  (0.043(0.043--0.081)0.081) <0.001<0.001

発行部数発行部数 2929 0.034  0.034  (0.017(0.017--0.051)0.051) <0.001<0.001

採択率採択率 2525 --0.127 0.127 ((--0.1610.161-- --0.093)0.093) <0.001<0.001

Brandon/Hill Brandon/Hill 
Library ListLibrary List

3030 0.189   0.189   (0.100(0.100--0.279)0.279) <0.001<0.001

*Cho M, Bero
 

L. JAMA 1994;272:101-4.  **Logistic regression analysis.

Lee KP, et al. JAMA 2002;287:2805-8.

*



研究費の出処と研究費の出処とRCTRCT論文の質論文の質

研究費研究費 評価効果評価効果** ** （（9595％％CICI）） PP値値

政府のみ政府のみ 1.0001.000

私的非営利私的非営利 0.042  0.042  (0.010(0.010--0.073)0.073) 0.010.01

政府と私的非営政府と私的非営
 利利

--0.048  0.048  ((--0.1780.178--0.082)0.082) 0.460.46

企業のみ企業のみ --0.063 0.063 ((--0.1530.153-- 0.026)0.026) 0.160.16

企業とその他企業とその他 --0.183   0.183   ((--0.2180.218-- --0.148)0.148) <0.001<0.001

*Cho M, Bero
 

L. JAMA 1994;272:101-4.  **Logistic regression analysis.

Lee KP, et al. JAMA 2002;287:2805-8.

*



企業がスポンサー企業がスポンサー
 

VS VS そうでない研究そうでない研究
 11401140の研究のまとめの研究のまとめ

Non-RCT

RCT

全研究

1             2            3             4              5 オッズ比

Bekelman
 

JE, et al. JAMA 2003;289:454-65.



報告の質と方法の質報告の質と方法の質

►► Consolidated Consolidated 
Standards of Reporting Standards of Reporting 
Trials (CONSORT)Trials (CONSORT)のの2525 
項目によるスコアで高い、項目によるスコアで高い、

 中等度、低いに分類中等度、低いに分類

割り付け割り付け
 のコンのコン

 シールメシールメ
 ントント

ランラン
 ダムダム
 割付割付

治療治療
 企図企図
 解析解析

高高 44%44% 89%89% 72%72%

中中 32%32% 84%84% 58%58%

低低 44％％ 7070％％ 39%39%
Huwiler-Muntener

 
K, et al.: JAMA

 
2002; 

287:2801-4.



報告の質と方法の質が一致しない場合報告の質と方法の質が一致しない場合
 

もあるもある

►►報告の質、すなわち、記述法や論旨の展開報告の質、すなわち、記述法や論旨の展開
 の質が悪くても、研究の方法の質が高い場の質が悪くても、研究の方法の質が高い場
 合もある。合もある。

►►研究の方法の質が低くても、報告の質が高研究の方法の質が低くても、報告の質が高
 い場合もある。い場合もある。

Huwiler-Muntener
 

K, et al.: JAMA
 

2002; 
287:2801-4.



CONSORT (Consolidated Standards of CONSORT (Consolidated Standards of 
Reporting Trials)Reporting Trials)

方法方法
3.3. 参加者：参加者：

 
適格基準とデータの収集されたセッティングと場所適格基準とデータの収集されたセッティングと場所

4.4. 介入：介入：

 
各群に加えられた介入の正確な詳細といつどのように実際に投与各群に加えられた介入の正確な詳細といつどのように実際に投与

 されたかされたか
5.5. 目的：目的：

 
特異的な目的と仮説特異的な目的と仮説

6.6. アウトカム：アウトカム：

 
明確に定義されたアウトカムの測定といつ適用されたかおよ明確に定義されたアウトカムの測定といつ適用されたかおよ

 び測定の質を向上させるために用いられた方法（例：複数回の観察、測定び測定の質を向上させるために用いられた方法（例：複数回の観察、測定

 者の訓練）者の訓練）
7.7. サンプルサイズ：サンプルサイズ：

 
どのようにサンプルサイズが決められ、いつ適用されたどのようにサンプルサイズが決められ、いつ適用された

 か、中間解析と、中止ルールの説明か、中間解析と、中止ルールの説明
8.8. ランダム化：順番の生成：ランダム割り付けの順番の生成に用いた方法、ランダム化：順番の生成：ランダム割り付けの順番の生成に用いた方法、

 制限の用い方の詳細を含む（例えばブロックや層別化）制限の用い方の詳細を含む（例えばブロックや層別化）
9.9. ランダム化：割り付けのコンシールメント：ランダム割り付けの順番の実行ランダム化：割り付けのコンシールメント：ランダム割り付けの順番の実行

 の方法（封筒法か電話を用いたセンター方式）、介入が割り付けられるまの方法（封筒法か電話を用いたセンター方式）、介入が割り付けられるま

 で順番が隠されているかどうかで順番が隠されているかどうか
10.10. ランダム化：実行：誰が割り付けの順番を作成したか、誰が参加者をエンランダム化：実行：誰が割り付けの順番を作成したか、誰が参加者をエン

 ロールしたか、誰が参加者を群に割り付けたかロールしたか、誰が参加者を群に割り付けたか
11.11. 盲検化（マスキング）：参加者、介入の提供者、アウトカムの測定者が割り盲検化（マスキング）：参加者、介入の提供者、アウトカムの測定者が割り

 付けに目隠しされているか。もしそうなら、目隠しの成功をどのようにして付けに目隠しされているか。もしそうなら、目隠しの成功をどのようにして

 評価したか。評価したか。
12.12. 統計学的方法：主要エンドポイントを群間で比較する統計学的方法、亜群統計学的方法：主要エンドポイントを群間で比較する統計学的方法、亜群

 解析や調整をした解析などの追加的解析解析や調整をした解析などの追加的解析



RCTRCTの査定のためのチェックリストの査定のためのチェックリスト

►►Chalmers et al: Controlled Chalmers et al: Controlled ClinClin Trials Trials 
1981;2:311981;2:31--49.49.

►►Cho MK and Cho MK and BeroBero LA: JAMA 1994;272:101LA: JAMA 1994;272:101-- 
104.104.

►►JadadJadad AR et al: Controlled AR et al: Controlled ClinClin Trials Trials 
1996;17:11996;17:1--12.12.

►►VerhagenVerhagen AP et al: J AP et al: J ClinClin EpidemiolEpidemiol 
1998;51:12351998;51:1235--4141



RCT, NonRCT, Non--RCTRCTの査定の査定

►►Cho MK and Cho MK and BeroBero LA: JAMA LA: JAMA 
1994;272:1011994;272:101--104.104.

►►Downs SH and Black N: J Downs SH and Black N: J EpidemioloEpidemiolo 
Community Community HeatlhHeatlh 1998;52:3771998;52:377--84.84.



RCTRCTの査定の査定((VerhagenVerhagen et al)et al)

1.1. 治療割り付け治療割り付け
1.1. ランダム化されているかランダム化されているか
2.2. 盲検化されているか盲検化されているか

2.2. も重要な予後因子について群間に差が無いかも重要な予後因子について群間に差が無いか
3.3. 適格例の基準が決められているか適格例の基準が決められているか
4.4. アウトカムの検査者は目隠しされているかアウトカムの検査者は目隠しされているか
5.5. ケアの供給者は目隠しされているかケアの供給者は目隠しされているか
6.6. 患者は目隠しされているか患者は目隠しされているか
7.7. 一次エンドポイントの点評価値とばらつきの指標が一次エンドポイントの点評価値とばらつきの指標が

 示されているか示されているか
8.8. 治療企図分析が行われているか治療企図分析が行われているか

(Verhagen AP, et al: J Clin Epidemiol 1998;51:1235-41.)

はい/いいえ/不明



チェックリスト、スコアシステムチェックリスト、スコアシステム
1.1. Balk. JAMA 287:2973,2002.Balk. JAMA 287:2973,2002.
2.2. ZazaZaza. Am J . Am J PrevPrev Med 18:44,2000.Med 18:44,2000.
3.3. JuniJuni. JAMA 282:1054,1999.. JAMA 282:1054,1999.
4.4. Downs. J Downs. J EpidemiolEpidemiol Community Community 

Health 52:377,1998.Health 52:377,1998.
5.5. LindeLinde. Lancet 350:834,1997.. Lancet 350:834,1997.
6.6. JadadJadad. Control . Control ClinClin Trials Trials 

17:1,1996.17:1,1996.
7.7. Goodman. Ann Intern Med Goodman. Ann Intern Med 

121:11,1994.121:11,1994.
8.8. Cho. JAMA 272:101,1994.Cho. JAMA 272:101,1994.
9.9. Smith. Am Rev Smith. Am Rev RespirRespir DisDis 

145:533,1992.145:533,1992.
10.10. OnghenaOnghena. Pain 49:205,1992.. Pain 49:205,1992.
11.11. NurmohamedNurmohamed. Lancet . Lancet 

340:152,1992.340:152,1992.
12.12. DetskyDetsky. J . J ClinClin EpidemiolEpidemiol 

45:255,1992.45:255,1992.
13.13. Beckerman. Phys Beckerman. Phys TherTher 

72:483,1992.72:483,1992.

14.14. KoesKoes. . BmjBmj 303:1298,1991.303:1298,1991.
15.15. KleijnenKleijnen. . BmjBmj 302:316,1991.302:316,1991.
16.16. Brown. Brown. NursNurs Res 40:352,1991.Res 40:352,1991.
17.17. terter RietRiet. J . J ClinClin EpidemiolEpidemiol 

43:1191,1990.43:1191,1990.
18.18. Spitzer. Spitzer. ClinClin Invest Med Invest Med 

13:17,1990.13:17,1990.
19.19. ImperialeImperiale. Ann Intern Med . Ann Intern Med 

113:299,1990.113:299,1990.
20.20. Chalmers. JAMA 263:1401,1990.Chalmers. JAMA 263:1401,1990.
21.21. ReischReisch. Pediatrics 84:815,1989.. Pediatrics 84:815,1989.
22.22. GotzscheGotzsche. Control . Control ClinClin Trials Trials 

10:31,1989.10:31,1989.
23.23. ColditzColditz. Stat Med 8:441,1989.. Stat Med 8:441,1989.
24.24. PoynardPoynard. . PressePresse Med Med 

17:315,1988.17:315,1988.
25.25. Evans. Br J Evans. Br J SurgSurg 72:256,1985.72:256,1985.
26.26. Andrew. Andrew. ActaActa RadiolRadiol DiagnDiagn 

((StockhStockh) 25:55,1984.) 25:55,1984.
27.27. Chalmers. Control Chalmers. Control ClinClin Trials Trials 

2:31,1981.2:31,1981.



Quality Measures for RCTQuality Measures for RCT
►►

 

Study question well defined in Study question well defined in 
introduction/methodsintroduction/methods

►►

 

Study question well defined Study question well defined 
anywhere in articleanywhere in article

►►

 

Placebo controlPlacebo control
►►

 

Appropriate outcome studiedAppropriate outcome studied
►►

 

MulticenterMulticenter studystudy
►►

 

Study countryStudy country
►►

 

Adequate selection criteriaAdequate selection criteria
►►

 

Randomization methods Randomization methods 
describeddescribed

►►

 

Central randomization siteCentral randomization site
►►

 

Allocation concealmentAllocation concealment
►►

 

Patients blindedPatients blinded
►►

 

Caregivers blindedCaregivers blinded
►►

 

Outcome assessors blindedOutcome assessors blinded

►►

 

Data analysts blindedData analysts blinded
►►

 

Double blindedDouble blinded
►►

 

Valid statistical methodsValid statistical methods
►►

 

Statistician author or Statistician author or 
acknowledgedacknowledged

►►

 

IntentionIntention--toto--treat analysistreat analysis
►►

 

Power calculation reportedPower calculation reported
►►

 

Stopping rules describedStopping rules described
►►

 

Baseline characteristics reportedBaseline characteristics reported
►►

 

Groups similar at baselineGroups similar at baseline
►►

 

Confounders accounted forConfounders accounted for
►►

 

Dropouts recordedDropouts recorded
►►

 

Percentage dropoutsPercentage dropouts
►►

 

Reason for dropouts givenReason for dropouts given
►►

 

Findings support conclusionFindings support conclusion

Balk EM, et al. JAMA 2002;287:2973-82.



2525の論文査定スケールで質が高いもの低いものに分けてメタアナリシの論文査定スケールで質が高いもの低いものに分けてメタアナリシ
 スを行なった結果スを行なった結果

JuniJuni et al. JAMA The hazards of scoring the quality of clinical triaet al. JAMA The hazards of scoring the quality of clinical trials for metals for meta--analysis. JAMA 1999;282:1054analysis. JAMA 1999;282:1054--60.60.



臨床医学研究の評価臨床医学研究の評価

►►研究結果が臨床の現場で用いられた場合に、研究結果が臨床の現場で用いられた場合に、
 患者にベネフィットがもたらされるかどうかに患者にベネフィットがもたらされるかどうかに

 よって評価されるべきである。よって評価されるべきである。

►►ベネフィットとは、患者にとって意味のあるアウベネフィットとは、患者にとって意味のあるアウ
 トカムが改善すること。トカムが改善すること。

►►何らかの何らかの介入介入が行われ、が行われ、適切なアウトカムが改適切なアウトカムが改
 善善することが証明されて初めて、患者がベネすることが証明されて初めて、患者がベネ

 フィットを受けることが証明され、臨床的な意義フィットを受けることが証明され、臨床的な意義
 のあることが証明される。のあることが証明される。



患者にとって意味のあるアウトカム患者にとって意味のあるアウトカム

1.1. 症状の改善症状の改善

2.2. QOLQOLの改善の改善

3.3. 再発の抑制再発の抑制

4.4. 生存の延長生存の延長

5.5. 発症の抑制発症の抑制

6.6. 感染の防御感染の防御

7.7. その他その他
検査成績など臨床パラメータの改善は、その改善がこれらアウ

 トカムの改善と相関していることが証明される必要がある。



観察研究と介入研究観察研究と介入研究

►►コホート研究、症例対照研究コホート研究、症例対照研究

交絡の可能性を排除するのが難しい交絡の可能性を排除するのが難しい

後ろ向き研究の場合特に予知因子（病因、危険因後ろ向き研究の場合特に予知因子（病因、危険因
子、介入など）とアウトカムの関係が分かりにくい子、介入など）とアウトカムの関係が分かりにくい

►►ランダム化比較試験ランダム化比較試験

介入の効果を明らかにできる介入の効果を明らかにできる““GoldGold StandardStandard””



RCTRCTの重要性の重要性

►►コホート研究、症例対照研究で明らかになったコホート研究、症例対照研究で明らかになった
 病因、危険因子病因、危険因子

►►これらを制御すると＝介入これらを制御すると＝介入

►►アウトカムが改善するか？アウトカムが改善するか？



RCTRCTの実行可能性を決める要素の実行可能性を決める要素

1.1. 疾患が何か疾患が何か

2.2. アウトカムが何かアウトカムが何か

3.3. 予期される効果の大きさ予期される効果の大きさ

4.4. 予期される安全性の高さ予期される安全性の高さ

5.5. 既存の介入の有用性の程度既存の介入の有用性の程度

6.6. ベネフィットを受けると考えられる患者数ベネフィットを受けると考えられる患者数

7.7. 社会的状況社会的状況

8.8. 経済的状況経済的状況

9.9. 開発者のインセンティブ開発者のインセンティブ



RCTRCTが不可能な理由が不可能な理由

►►倫理的な問題倫理的な問題

►►研究費の問題研究費の問題

►►サンプルサイズの問題サンプルサイズの問題

►►経済的合理性がない経済的合理性がない



ランダム化比較試験の代替ランダム化比較試験の代替

•3）と4）を合わせて、Clinical Controlled Trial （CCT）と呼ばれる。

1.1. ““All or noneAll or none””でアウトカムの改善が示されるでアウトカムの改善が示される

2.2. Propensity AnalysisPropensity Analysis
3.3. 歴史的対照との比較研究で、アウトカムの歴史的対照との比較研究で、アウトカムの

 改善が示される。改善が示される。

4.4. ランダム化されていない対照との比較で差ランダム化されていない対照との比較で差
 が示される。が示される。

5.5. 症例対照研究症例対照研究

6.6. 納得しうる理論的根拠納得しうる理論的根拠rationalerationaleがある。がある。



RCTRCTの代替による結果が利用される条の代替による結果が利用される条
 

件件

1.1. ランダム化比較試験が何らかの理由によっランダム化比較試験が何らかの理由によっ
 て実行不可能であるて実行不可能である

2.2. 介入は害介入は害harmharmをもたらさないをもたらさない

3.3. 費用は社会が許容できる範囲にある費用は社会が許容できる範囲にある



RCTRCTの主要バイアスの主要バイアス

1.1. 症例選択バイアス症例選択バイアス

2.2. 実行バイアス実行バイアス

3.3. 検出バイアス検出バイアス

4.4. 症例減少バイアス症例減少バイアス



介入介入//治療に関する研究のチェックリスト治療に関する研究のチェックリスト

評価項目評価項目 スコアスコア

A.A.
 

介入以外の条件がまったく同じ群が比介入以外の条件がまったく同じ群が比
 較されている較されている

B.B.
 

各群のすべての被験者の受けた介入は各群のすべての被験者の受けた介入は
 均質である均質である

C.C.
 

データの記録、管理が厳密であるデータの記録、管理が厳密である
D.D.

 
エンドポイントの測定が比較される群エンドポイントの測定が比較される群

 で同じように正確に行われているで同じように正確に行われている
E.E.

 
解析方法が適切である解析方法が適切である

4   3   2   1   04   3   2   1   0

4   3   2   1   04   3   2   1   0

4   3   2   1   04   3   2   1   0
4   3   2   1   04   3   2   1   0

4   3   2   1   04   3   2   1   0

スコアの基準：スコアの基準：4: 4: 強く同意、強く同意、3: 3: 同意、同意、2: 2: どちらでもない、どちらでもない、
 1: 1: 反対、反対、0: 0: 強く反対強く反対

＊Delphi法に準じコンセンサスとしてスコアを付ける。



A.A.介入以外の条件がまったく同じ群が比介入以外の条件がまったく同じ群が比
 

較されている較されている

1.1. 介入に感受性が高い、あるいは低い患者が選択されるバイア介入に感受性が高い、あるいは低い患者が選択されるバイア
 スがないスがない

2.2. ランダム化が適切であるランダム化が適切である
3.3. 層別化されている場合は層別にランダム割付が行われている層別化されている場合は層別にランダム割付が行われている
4.4. ConcealmentConcealmentが適切であるが適切である

5.5. 割り付けの変更ができないように実行されている（登録セン割り付けの変更ができないように実行されている（登録セン
 ターの使用など）ターの使用など）

6.6. 患者に対して目隠しが行われている患者に対して目隠しが行われている
7.7. 介入の提供者に対して目隠しが行われている介入の提供者に対して目隠しが行われている
8.8. 他の治療に群間で差がない他の治療に群間で差がない
9.9. アウトカムに影響を及ぼす可能性のある主要なベースラインアウトカムに影響を及ぼす可能性のある主要なベースライン

 因子が群間で差がない因子が群間で差がない

B, C, D, Eについても細目あり。



BackupBackup



CONSORT (Consolidated Standards CONSORT (Consolidated Standards 
of Reporting Trials)of Reporting Trials)

1.1. タイトルとアブストラクト：タイトルとアブストラクト：
 

参加者はどのように介入に割り参加者はどのように介入に割り
 付けられたか（例：ランダム割り付け、ランダム化、ランダ付けられたか（例：ランダム割り付け、ランダム化、ランダ
 ムに割り付けられた）ムに割り付けられた）

2.2. イントロダクションと背景：イントロダクションと背景：
 

科学的背景と理論的根拠の説科学的背景と理論的根拠の説
 明明



CONSORT (Consolidated Standards CONSORT (Consolidated Standards 
of Reporting Trials)of Reporting Trials)

結果結果
13.13. 参加者の流れ：それぞれの段階における参加者の流れ（ダイアグラムが強く参加者の流れ：それぞれの段階における参加者の流れ（ダイアグラムが強く

 推奨される）。特に、各群につき、ランダムに割り付けられた、企図された治療推奨される）。特に、各群につき、ランダムに割り付けられた、企図された治療

 を受けた、研究プロトコールを完了した、主要エンドポイントを解析された参加を受けた、研究プロトコールを完了した、主要エンドポイントを解析された参加

 者数を報告。計画された研究プロトコールからの逸脱をその理由とともに記述。者数を報告。計画された研究プロトコールからの逸脱をその理由とともに記述。
14.14. 募集：参加者の募集時期とフォローアップ期間募集：参加者の募集時期とフォローアップ期間
15.15. ベースラインデータ：各群のベースラインのデモグラフィックデータと臨床的特ベースラインデータ：各群のベースラインのデモグラフィックデータと臨床的特

 徴徴
16.16. 解析された人数：各群のそれぞれの解析が行われた参加者数（分母）と解析解析された人数：各群のそれぞれの解析が行われた参加者数（分母）と解析

 がが””intention to treatintention to treat””かかどうかの記述。結果を絶対数で記述（例：どうかの記述。結果を絶対数で記述（例：5050％ではな％ではな

 く、く、2020人中人中1010人）人）

17.17. アウトカムと指標：それぞれの主要アウトカムと副次アウトカムについて、各群アウトカムと指標：それぞれの主要アウトカムと副次アウトカムについて、各群

 の結果のまとめと効果量の指標とその正確度（例：の結果のまとめと効果量の指標とその正確度（例：9595％信頼区間）％信頼区間）

18.18. 補助的解析：亜群解析、調整した解析を含むその他の解析を報告する事に補助的解析：亜群解析、調整した解析を含むその他の解析を報告する事に

 よって、多様性を明らかにする。あらかじめ決めてあった解析と探索的な解析よって、多様性を明らかにする。あらかじめ決めてあった解析と探索的な解析

 を区別することを区別すること
19.19. 有害事象：それぞれの介入群におけるすべての有害事象と副作用有害事象：それぞれの介入群におけるすべての有害事象と副作用



CONSORT (Consolidated Standards CONSORT (Consolidated Standards 
of Reporting Trials)of Reporting Trials)

考案考案

20.20. 解釈：結果の解釈、研究の仮説、可能性のあるバイアスあるいは不解釈：結果の解釈、研究の仮説、可能性のあるバイアスあるいは不

 正確さの原因、解析とアウトカムの多様性に伴う危険性について説明正確さの原因、解析とアウトカムの多様性に伴う危険性について説明

 することすること

21.21. 一般化の可能性：臨床試験で得られた知見の一般化の可能性（外的一般化の可能性：臨床試験で得られた知見の一般化の可能性（外的

 妥当性）妥当性）

22.22. 全体としてのエビデンス：現在のエビデンスの文脈の中での結果の一全体としてのエビデンス：現在のエビデンスの文脈の中での結果の一

 般的解釈般的解釈



治療に関するエビデンスのレベル治療に関するエビデンスのレベル
1a: 1a: ランダム化比較試験（ランダム化比較試験（RCT, Randomized RCT, Randomized 

controlled trial)controlled trial)ののSRSR（同質性あり）（同質性あり）

1b: 1b: 個別個別RCTRCTで信頼区間の狭いもので信頼区間の狭いもの

1c1c：：
 

All or noneAll or none
2a: 2a: コホート研究のコホート研究のSRSR（同質性あり）（同質性あり）

2b: 2b: 個別のコホート研究や質の低い個別のコホート研究や質の低いRCTRCT
2c: 2c: アウトカム研究アウトカム研究

Ball C, Sackett
 

D, Phillips B, Haynes B, and Straus S: Levels of evidence and 
grades of recommendations.  http://cebm.jr2.ox.ac.uk/docs/levels.html

SR:システマティック・レビュー

http://cebm.jr2.ox.ac.uk/docs/levels.html


治療に関するエビデンスのレベル治療に関するエビデンスのレベル

3a: 3a: ケースコントロール研究のケースコントロール研究のSRSR（同質性あり）（同質性あり）

3b: 3b: 個別ケースコントロール研究個別ケースコントロール研究

44::ケースシリーズ研究（および貧弱な質のコホートケースシリーズ研究（および貧弱な質のコホート
 研究あるいはケースコントロール研究研究あるいはケースコントロール研究

5:5:明確な批判的吟味が行われていない専門家の意明確な批判的吟味が行われていない専門家の意
 見あるいは生理学、研究室での研究あるいは見あるいは生理学、研究室での研究あるいは

 ““原則第一義原則第一義””に基づいているに基づいている

Ball C, Sackett
 

D, Phillips B, Haynes B, and Straus S: Levels of evidence and 
grades of recommendations.  http://cebm.jr2.ox.ac.uk/docs/levels.html

SR:システマティック・レビュー

http://cebm.jr2.ox.ac.uk/docs/levels.html


メタアナリシスメタアナリシス  MetaMeta--analysisanalysis

►►メタアナリシスはすでに発表されている同じテーメタアナリシスはすでに発表されている同じテー
 マに関する臨床研究をまとめてマに関する臨床研究をまとめて､､再度解析して結論再度解析して結論
 を引き出す研究手法を引き出す研究手法

►►目的：目的：
11）サンプルサイズを増やすことによって統計学的）サンプルサイズを増やすことによって統計学的
PowerPower（検出力）を高めること、（検出力）を高めること、

22）論文の結論が一致していない場合にその不確実性を）論文の結論が一致していない場合にその不確実性を
解決すること解決すること

33）エフェクト・サイズ（有効サイズ、有効量）を改善）エフェクト・サイズ（有効サイズ、有効量）を改善
することすること

44）研究の最初には分からなかった問題に答えること）研究の最初には分からなかった問題に答えること



メタアナリシスの方法メタアナリシスの方法

モデルモデル 方法方法

固定効果固定効果 MantelMantel－－HaenszelHaenszel

PetoPeto

General varianceGeneral variance--basedbased

ランダム効果ランダム効果 DerSimonianDerSimonian--LairdLaird

General varianceGeneral variance--basedbased



メタアナリシスの原理メタアナリシスの原理

►►複数の研究の効果指標をまとめる際に、分散複数の研究の効果指標をまとめる際に、分散
 ＝標準誤差の＝標準誤差の22乗の逆数で重み付けをして、全乗の逆数で重み付けをして、全

 体の平均値を求める体の平均値を求める

►►固定効果モデルではそれぞれの研究内におけ固定効果モデルではそれぞれの研究内におけ
 るばらつきを重み付けに用いるがるばらつきを重み付けに用いるが､､ランダム効ランダム効

 果モデルではさらに各研究間のばらつきも重み果モデルではさらに各研究間のばらつきも重み
 付けに用いる付けに用いる



メタアナリシスの限界メタアナリシスの限界

►►出版バイアスを克服できない出版バイアスを克服できない

►►メタアナリシスの結果とその後施行された大規メタアナリシスの結果とその後施行された大規
 模ランダム化比較試験の結果を比較した場合模ランダム化比較試験の結果を比較した場合
 に，に，3535％は結果が一致していなかったという報％は結果が一致していなかったという報
 告がある告がある

►►研究間の研究間のHeterogeneityHeterogeneityが高い場合に大規模が高い場合に大規模
 ランダム化比較試験との不一致が生じやすいランダム化比較試験との不一致が生じやすい

LeLorier J, Gregoire G, Benhaddad A, Lapierre J and Derderian F: Discrepancies 
between meta-analyses and subsequent large randomized, controlled trials. N Engl J 
Med 1997; 337: 536-42. 



出版バイアス出版バイアス



バイアスバイアスBiasBias＝系統的なデータの＝系統的なデータの  
偏り偏り

1) selection bias1) selection bias：実験群と対照群のリクルートで：実験群と対照群のリクルートで
 起きるバイアス。起きるバイアス。

2) performance bias2) performance bias：患者さんに対するケアが：患者さんに対するケアが
 違ってくることによるバイアス。違ってくることによるバイアス。

3) attrition bias3) attrition bias：ドロップアウトなどの対象者数：ドロップアウトなどの対象者数
 の減少が偏って起きることによるバイアス。の減少が偏って起きることによるバイアス。

4) detection bias4) detection bias：アウトカムの検出に偏りが出：アウトカムの検出に偏りが出
 ることによるバイアス。ることによるバイアス。



メタアナリシスの手順１メタアナリシスの手順１

1.1.まず臨床的疑問を明確にし、メタアナリシスを行う意義まず臨床的疑問を明確にし、メタアナリシスを行う意義
 を明らかにする。を明らかにする。

2.2.情報ソースを選択する。情報ソースを選択する。MEDLINEMEDLINE、医学中央雑誌、、医学中央雑誌、
 学会発表など。検索式など、検索の方法を明確にする。学会発表など。検索式など、検索の方法を明確にする。

3.3.
 

採用基準と除外基準を設定する。採用基準と除外基準を設定する。 VerhagenVerhagen
 

ら、ら、
 ChalmersChalmers、、Downs and BlackDowns and Blackらのチェックリストなどらのチェックリストなど
 を用いて、スコアによって採用を決めても良い。また、を用いて、スコアによって採用を決めても良い。また、
 00からから11に値を変換したスコアを効果指標合成の際のに値を変換したスコアを効果指標合成の際の
 重み付けに用いることも可能である。重み付けに用いることも可能である。



メタアナリシスの手順２メタアナリシスの手順２

4.4.採用のプロセスを決める。独立して二重に行うなど。採用のプロセスを決める。独立して二重に行うなど。

5.5.対象者の特性、介入の詳細、アウトカムの定義、など対象者の特性、介入の詳細、アウトカムの定義、など
 の臨床的異質性を評価する。の臨床的異質性を評価する。

6.6. 終的な研究採用までのプロセスを明らかにする。終的な研究採用までのプロセスを明らかにする。
 （研究数の変移を記述する。（研究数の変移を記述する。QUOROMQUOROMのフローダイのフローダイ
 アグラムなどを利用する）。アグラムなどを利用する）。

7.7.各研究の特性（年齢、症例数、介入、用量、介入期間、各研究の特性（年齢、症例数、介入、用量、介入期間、
 追跡期間）と共に、効果指標のデータを抽出する。追跡期間）と共に、効果指標のデータを抽出する。



メタアナリシスの手順メタアナリシスの手順33

8.8.統計学的解析法を決める。統計学的解析法を決める。

9.9.解析を行う。解析を行う。

10.10.結果をグラフや表にまとめる。結果をグラフや表にまとめる。

11.11.結果のレビュー：内的・外的妥当性の検討、入結果のレビュー：内的・外的妥当性の検討、入
 手可能なエビデンス全体の中での結果の解釈、手可能なエビデンス全体の中での結果の解釈、

 出版バイアスなどのバイアスの検討（漏斗図の出版バイアスなどのバイアスの検討（漏斗図の
 作成など）。作成など）。



QUOROM StatementQUOROM Statement

►►検索：情報源を詳細に検索：情報源を詳細に((データベース，登録，個データベース，登録，個
 人的ファイル，エ人的ファイル，エ

 
キスパートの資料提供者，政キスパートの資料提供者，政

 府機関，手作業による検索府機関，手作業による検索))，，
 

そしてなんらかそしてなんらか
 の制約の制約((年度，出版状況，言語年度，出版状況，言語))

►►選択：採用基準と除外基準選択：採用基準と除外基準((母集団の定義，介母集団の定義，介
 入，主要アウトカ入，主要アウトカ

 
ム，研究デザインム，研究デザイン))

Moher D, et al: Improving the quality of reports of meta-analyses 
of randomised controlled trials: the QUOROM statement. Quality 
of Reporting of Meta-analyses. Lancet 1999; 354: 1896-900. 



QUOROM StatementQUOROM Statement

►►検索：情報源を詳細に検索：情報源を詳細に((データベース，登録，個データベース，登録，個
 人的ファイル，エ人的ファイル，エ

 
キスパートの資料提供者，政キスパートの資料提供者，政

 府機関，手作業による検索府機関，手作業による検索))，，
 

そしてなんらかそしてなんらか
 の制約の制約((年度，出版状況，言語年度，出版状況，言語))

►►選択：採用基準と除外基準選択：採用基準と除外基準((母集団の定義，介母集団の定義，介
 入，主要アウトカ入，主要アウトカ

 
ム，研究デザインム，研究デザイン))

Moher D, et al: Improving the quality of reports of meta-analyses 
of randomised controlled trials: the QUOROM statement. Quality 
of Reporting of Meta-analyses. Lancet 1999; 354: 1896-900. 



QUOROM StatementQUOROM Statement

►► 定量的データ合成：エフェクトの主要な評価測定基定量的データ合成：エフェクトの主要な評価測定基
 準準((リスク比などリスク比など))，結果を統合する方法，結果を統合する方法((統計学的統計学的
 検定と信頼区間検定と信頼区間))，欠失データの取り，欠失データの取り

 
扱い；統計学扱い；統計学

 的異質性をどのように査定したか；アプリオリな感的異質性をどのように査定したか；アプリオリな感
 受性と亜群解析に対する正当な理由；出版バイア受性と亜群解析に対する正当な理由；出版バイア
 スの査スの査

 
定定

►► 考察：重要な結果のまとめ；考察：重要な結果のまとめ；
 

内的妥当性と外的妥内的妥当性と外的妥
 当性に基づく臨床当性に基づく臨床

 
的推測について討論する；的推測について討論する；

 
現在現在

 得られるエビデンス全体に基づいて結果を解釈す得られるエビデンス全体に基づいて結果を解釈す
 る；る；

 
レビュープロセスでのバイアスの可能性についレビュープロセスでのバイアスの可能性につい

 て記述するて記述する((出版バイアス出版バイアス))；；
 

将来の研究計画に将来の研究計画に
 

つつ
 いて示唆するいて示唆する



適格性の査定（n =…)

除外（n =…)
採用基準に合致せず（n =…)
参加拒否（n =…)
その他の理由（n =…)

ランダム化（n =…)

介入に割り付け（n =…)
割り付けられた介入を受けた（n =…)
割り付けられた介入を受けなかった
（理由を述べる）（n =…)

フォローアップから脱落（理由を述べる）（n =…)
介入を中断（理由を述べる）（n =…)

解析を受けた（n =…)
解析から除外した（理由を述べる）（n =…)

介入に割り付け（n =…)
割り付けられた介入を受けた（n =…)
割り付けられた介入を受けなかった
（理由を述べる）（n =…)

フォローアップから脱落（理由を述べる）（n =…)
介入を中断（理由を述べる）（n =…)

解析を受けた（n =…)
解析から除外した（理由を述べる）（n =…)



勧告の強さの分類勧告の強さの分類

A  A  行うように強く勧められる行うように強く勧められる

B  B  行うように勧められる行うように勧められる

C  C  行うように勧めるだけの根拠が明確でない行うように勧めるだけの根拠が明確でない

行う方が良い行う方が良い

行わない方が良い行わない方が良い

D  D  行わないように勧められる行わないように勧められる



クモ膜下出血診療ガイドラインクモ膜下出血診療ガイドライン

大阪大学大学院医学系研究科大阪大学大学院医学系研究科

神経機能制御外科学（脳神経外科）神経機能制御外科学（脳神経外科）

中島義和中島義和



科学的根拠に基づくクモ膜下出血診療ガ科学的根拠に基づくクモ膜下出血診療ガ
 

イドラインの策定に関する研究イドラインの策定に関する研究
 

（主任研究者：吉峰俊樹）（主任研究者：吉峰俊樹）

平成平成1212年度厚生科学研究費補助金年度厚生科学研究費補助金

（医療技術評価総合研究事業）（医療技術評価総合研究事業）

平成平成1313年度厚生科学研究費補助金年度厚生科学研究費補助金

（（2121世紀型医療開拓推進事業（世紀型医療開拓推進事業（EBMEBM分野））による分野））による



クモ膜下出血診療ガイドライン作成委員会クモ膜下出血診療ガイドライン作成委員会

主任研究者主任研究者

 
吉峰俊樹吉峰俊樹

 
大阪大学・脳神経外科大阪大学・脳神経外科

分担研究者分担研究者

 
上島弘嗣上島弘嗣

 
滋賀医科大学・福祉保健医学滋賀医科大学・福祉保健医学

大本尭史大本尭史

 
岡山大学・脳神経外科岡山大学・脳神経外科

小川小川

 
彰彰

 
岩手医科大学・脳神経外科岩手医科大学・脳神経外科

河瀬河瀬

 
斌斌

 
慶応義塾大学・脳神経外科慶応義塾大学・脳神経外科

桐野高明桐野高明

 
東京大学・脳神経外科東京大学・脳神経外科

小林茂昭小林茂昭

 
信州大学・脳神経外科信州大学・脳神経外科

斎藤斎藤

 
勇勇

 
杏林大学・脳神経外科杏林大学・脳神経外科

種子田護種子田護

 
近畿大学・脳神経外科近畿大学・脳神経外科

永田永田

 
泉泉

 
国立循環器病センター・脳血管外科国立循環器病センター・脳血管外科

貫井英明貫井英明

 
山梨医科大学・脳神経外科山梨医科大学・脳神経外科

橋本信夫橋本信夫

 
京都大学・脳神経外科京都大学・脳神経外科

山浦山浦

 
晶晶

 
千葉大学・脳神経外科千葉大学・脳神経外科

山口武典山口武典

 
国立循環器病センター・脳血管内科国立循環器病センター・脳血管内科

山田和雄山田和雄

 
名古屋市立大学・脳神経外科名古屋市立大学・脳神経外科

吉本高志吉本高志

 
東北大学・脳神経外科東北大学・脳神経外科

（ご所属は平成（ご所属は平成1313年度班研究時のもの）年度班研究時のもの）



科学的根拠に基づくクモ膜下出血科学的根拠に基づくクモ膜下出血  
診療ガイドラインの作成診療ガイドラインの作成

EBMEBMの手順により科学的に作成することとし、根拠の手順により科学的に作成することとし、根拠

を明示しないコンセンサスに基づく方法はできる限りを明示しないコンセンサスに基づく方法はできる限り

使用しないこととした。使用しないこととした。

「診療ガイドラインの作成と評価の基準」「診療ガイドラインの作成と評価の基準」

verver.3.1..3.1.((京都大学福井教授京都大学福井教授、他、他))

に原則として従った。に原則として従った。

日本人を対象とした和論文を重視日本人を対象とした和論文を重視



〔〔疫学疫学〕〕クモ膜下出血の発症頻度クモ膜下出血の発症頻度

クモ膜下出血の予後（リスクファクター、自然経過、予防クモ膜下出血の予後（リスクファクター、自然経過、予防））

〔〔診断診断〕〕クモ膜下出血の診断クモ膜下出血の診断

脳動脈瘤の診断脳動脈瘤の診断

〔〔治療治療〕〕初期治療初期治療

 
—— 全身管理（搬送、鎮静、血圧管理）全身管理（搬送、鎮静、血圧管理）

—— 急性合併症（頭蓋内血腫、急性水頭症）急性合併症（頭蓋内血腫、急性水頭症）

脳動脈瘤の治療脳動脈瘤の治療 —— 治療法の選択治療法の選択

—— 外科的治療外科的治療

—— 血管内治療血管内治療

—— 保存的治療保存的治療

脳血管攣縮の治療（検査、予防、治療）脳血管攣縮の治療（検査、予防、治療）

その他の合併病態の治療その他の合併病態の治療

（水・電解質異常、けいれん、慢性期水頭症、意識障害）（水・電解質異常、けいれん、慢性期水頭症、意識障害）

早期リハビリテーション早期リハビリテーション

 
—— 目的、適応と時期目的、適応と時期

—— 種類と方法種類と方法



くも膜下出血ガイドライン作成手順くも膜下出血ガイドライン作成手順

MEDLINEMEDLINE、、Cochrane LibraryCochrane Library、医学中央雑誌を対象、医学中央雑誌を対象

国際医学情報センターの協力により、主に検索式を用いた国際医学情報センターの協力により、主に検索式を用いた

系統的検索により、過去系統的検索により、過去1010年間に発表されたクモ膜下出血年間に発表されたクモ膜下出血

に関する医学文献に関する医学文献15,83015,830件を収集した。件を収集した。

現在の日本で行われているクモ膜下出血に対する日常診療現在の日本で行われているクモ膜下出血に対する日常診療

における疑問点（リサーチクエスチョン）を設定し、個々のリにおける疑問点（リサーチクエスチョン）を設定し、個々のリ

サーチクエスチョンに関連した文献のうちエビデンスレベルサーチクエスチョンに関連した文献のうちエビデンスレベル

の高い合計の高い合計1,1011,101件を選択した。件を選択した。

選択された文献をさらに選択された文献をさらにEBMEBMの手法による批判的吟味を行の手法による批判的吟味を行

い、診療ガイドラインのデータベースに採用するかどうか決い、診療ガイドラインのデータベースに採用するかどうか決

定した。採用文献について一定の形式でのアブストラクトフォ定した。採用文献について一定の形式でのアブストラクトフォ

ームを作成した。ームを作成した。



エビデンスレベルエビデンスレベル

レベルレベルII
 
システマティックレビュー／メタアナリシスシステマティックレビュー／メタアナリシス

レベルレベルIIII
 
１つ以上のランダム化比較試験による１つ以上のランダム化比較試験による

レベルレベルIIIIII
 
非ランダム化比較試験による非ランダム化比較試験による

レベルレベルIVIV
 
分析疫学的研究（コホート研究や症例対照研究分析疫学的研究（コホート研究や症例対照研究

 による）による）

レベルレベルVV
 
記述研究（ケースシリーズや症例報告）記述研究（ケースシリーズや症例報告）

レベルレベルIVIV
 
患者データに基づかない、専門委員会や専門家患者データに基づかない、専門委員会や専門家

 個人の意見個人の意見



診療ガイドラインの本文診療ガイドラインの本文

勧告文の執筆勧告文の執筆
1.1.

 

エビデンスの質エビデンスの質

2.2.

 

診療行為による利得の大きさ診療行為による利得の大きさ

3.3.

 

個人や社会の負担の大きさなどを総合的に勘案個人や社会の負担の大きさなどを総合的に勘案

それぞれの勧告文に明示した勧告の強さそれぞれの勧告文に明示した勧告の強さ
1.1.

 

エビデンスレベルエビデンスレベル

2.2.

 

採用文献の数と結論のばらつき採用文献の数と結論のばらつき

3.3.

 

臨床的有効性の大きさ臨床的有効性の大きさ

4.4.

 

臨床上の適用性臨床上の適用性

5.5.

 

害やコストに関するエビデンス害やコストに関するエビデンス



「勧告の強さ」の分類と表示「勧告の強さ」の分類と表示

グレードグレード
 

ＡＡ: : 行うよう強く勧められる行うよう強く勧められる

グレードグレード
 

ＢＢ: : 行うよう勧められる行うよう勧められる

グレードグレード
 

ＣＣ: : 行うよう勧められるだけの行うよう勧められるだけの
 

根拠がない根拠がない

グレードグレード
 

ＤＤ: : 行わないよう勧められる行わないよう勧められる



クモ膜下出血とは？クモ膜下出血とは？

脳の表面は薄い透明の膜（クモ膜）でおおわれてい脳の表面は薄い透明の膜（クモ膜）でおおわれてい
 ますが、この膜と脳との間には少し「すき間」がありますが、この膜と脳との間には少し「すき間」があり
 ます。これを「クモ膜下腔」といい、普通は水のようます。これを「クモ膜下腔」といい、普通は水のよう

 に無色透明の液体（脳脊髄液）で満たされていますに無色透明の液体（脳脊髄液）で満たされています
 。何らかの原因でこの「すき間」に出血したものが「。何らかの原因でこの「すき間」に出血したものが「

 クモ膜下出血」です。その最も多い原因は「脳動脈クモ膜下出血」です。その最も多い原因は「脳動脈
 瘤の破裂」です。瘤の破裂」です。（国民向けガイドラインより）（国民向けガイドラインより）

今回のガイドラインでは対象疾患を、今回のガイドラインでは対象疾患を、

脳動脈瘤破裂によるクモ膜下出血脳動脈瘤破裂によるクモ膜下出血 に限定に限定



一般医家向けガイドライン一般医家向けガイドライン

一般医家（臨床医）向けの普及版ガイドライン一般医家（臨床医）向けの普及版ガイドラインの作成の作成

一般医家の臨床の視点での記載を心がけた。一般医家の臨床の視点での記載を心がけた。

樹形図による樹形図による
フローチャートフローチャート



国民向けガイドライン国民向けガイドライン

クモ膜下出血（脳動脈瘤破裂）の治療クモ膜下出血（脳動脈瘤破裂）の治療についてについて

患者・家族用説明書患者・家族用説明書としてとしてわかりやすい言葉や見やすい図をわかりやすい言葉や見やすい図を

使用し作成した。使用し作成した。

((株株))じほうじほう社からの出版では手術ビデオのクリップの社からの出版では手術ビデオのクリップのCDCD--

ROMROMを添付を添付



一般医家向けガイドライン一般医家向けガイドライン

国民向けガイドライン国民向けガイドライン

手術ビデオ手術ビデオ

（株）（株）じほうじほう社より近日中に出版社より近日中に出版
 の予定の予定



専門医向けガイドライン専門医向けガイドライン

(1)(1)「専門家向け」として全般的に（一「専門家向け」として全般的に（一

 般医師用）よりは詳しい内容とし般医師用）よりは詳しい内容とし

 、一部の項目は「専門家向け」に、一部の項目は「専門家向け」に

 相応しくやや具体的に記載する相応しくやや具体的に記載する

 。。

(2) (2) 術者や施設により方針が異なる術者や施設により方針が異なる

 事項など（明確な科学的根拠に事項など（明確な科学的根拠に

 乏しい事項）については早急な乏しい事項）については早急な

 断定的表現は避ける。断定的表現は避ける。

(3)(3)手術手技の詳細は手術書に譲る手術手技の詳細は手術書に譲る

 。。

日本脳卒中の外科学会機関誌として日本脳卒中の外科学会機関誌として

 （株）（株）にゅにゅーーろんろん社より出版社より出版



脳卒中治療ガイドライン脳卒中治療ガイドライン20032003

脳卒中一般、脳梗塞、脳脳卒中一般、脳梗塞、脳
 出血、脳血管障害のガイ出血、脳血管障害のガイ
 ドラインドライン

（委員長：篠原幸人）（委員長：篠原幸人）

エビデンスレベルエビデンスレベル



ホームページ公開作業ホームページ公開作業

日本医療機能評価機構に協力日本医療機能評価機構に協力

最近の新規エビデンスを追加最近の新規エビデンスを追加

平成平成1313年年1111月以降、月以降、Medline 210Medline 210件余、件余、

医学中央雑誌医学中央雑誌5050件余を採択件余を採択

ホームページ内容の評価ホームページ内容の評価



ガイドライン公開の予定ガイドライン公開の予定

一般医家向け、国民向けガイドライン一般医家向け、国民向けガイドライン
((株株))じほう社より近日中に出版の予定じほう社より近日中に出版の予定

専門医向けガイドライン専門医向けガイドライン
（（11））((株株))にゅーろん社より出版にゅーろん社より出版

（日本脳卒中の外科学会機関誌）（日本脳卒中の外科学会機関誌）

（（22））脳卒中治療ガイドライン脳卒中治療ガイドライン20032003
（（脳卒中合同ガイドライン委員会）脳卒中合同ガイドライン委員会）

（（33）ホームページ公開）ホームページ公開

（（日本医療機能評価機構）日本医療機能評価機構）



ガイドライン改訂作業ガイドライン改訂作業

日本脳卒中の外科学会日本脳卒中の外科学会

クモ膜下出血ガイドライン改訂委員会クモ膜下出血ガイドライン改訂委員会

ホームページ公開作業ホームページ公開作業

日本医療機能評価機構日本医療機能評価機構

脳卒中診療ガイドライン脳卒中診療ガイドライン

平成平成11５５年度厚生労働科学研究費補助金年度厚生労働科学研究費補助金（医療技術評価総合研究事業）（医療技術評価総合研究事業）

「脳卒中診療ガイドライン策定とデータベース化に関する研究」「脳卒中診療ガイドライン策定とデータベース化に関する研究」

主任研究者：篠原幸人（東海大学神経内科）主任研究者：篠原幸人（東海大学神経内科）



脳動脈瘤破裂とは？脳動脈瘤破裂とは？

脳を養う主要な動脈（主幹脳動脈）は脳表の「クモ膜下脳を養う主要な動脈（主幹脳動脈）は脳表の「クモ膜下
 腔」を走っています。この動脈は、一部が風船状にふく腔」を走っています。この動脈は、一部が風船状にふく
 らんで「こぶ（瘤）」のようになることがあります。これを「らんで「こぶ（瘤）」のようになることがあります。これを「
 脳動脈瘤」と呼びます。「脳動脈瘤」は内部の血圧によ脳動脈瘤」と呼びます。「脳動脈瘤」は内部の血圧によ
 り徐々にふくらみ、壁が薄くなって突然破裂します。こり徐々にふくらみ、壁が薄くなって突然破裂します。こ

 れが「脳動脈瘤破裂」です。破裂による出血はれが「脳動脈瘤破裂」です。破裂による出血は「クモ膜「クモ膜
 下腔」下腔」に拡がり「クモ膜下出血」となります。に拡がり「クモ膜下出血」となります。

 （国民向けガイドラインより）（国民向けガイドラインより）



脳動脈瘤破裂による脳動脈瘤破裂による  クモ膜下出血クモ膜下出血

5050才女性、半昏睡状態才女性、半昏睡状態

右内頸動脈瘤破裂右内頸動脈瘤破裂

再出血にて脳死状態、死亡再出血にて脳死状態、死亡

数日後入院予定であった数日後入院予定であった



〔〔疫学疫学〕〕クモ膜下出血の発症頻度クモ膜下出血の発症頻度

クモ膜下出血クモ膜下出血のの予後予後（（リスクファクターリスクファクター、、自然経過自然経過、、予防予防））

〔〔診断診断〕〕クモ膜下出血の診断クモ膜下出血の診断

脳脳動脈動脈瘤の瘤の診断診断

〔〔治療治療〕〕初期治療初期治療

 
—— 全身管理（搬送、鎮静、血圧管理）全身管理（搬送、鎮静、血圧管理）

—— 急性合併症（頭蓋内血腫、急性水頭症）急性合併症（頭蓋内血腫、急性水頭症）

脳動脈瘤の治療脳動脈瘤の治療

 
—— 治療法の選択治療法の選択

—— 外科的治療外科的治療

—— 血管内治療血管内治療

—— 保存的治療保存的治療

脳血管攣縮の治療（検査、予防、治療）脳血管攣縮の治療（検査、予防、治療）

その他の合併病態の治療その他の合併病態の治療

（水・電解質異常、けいれん、慢性期水頭症、意識障害）（水・電解質異常、けいれん、慢性期水頭症、意識障害）

早期リハビリテーション早期リハビリテーション

 
—— 目的、適応と時期目的、適応と時期

—— 種類と方法種類と方法



疫学疫学
１．本邦における年間発生率は人口１．本邦における年間発生率は人口1010万人あたりおよそ万人あたりおよそ2020人で人で

 あり、諸外国にくらべやや高い傾向にある（グレードＢ）。あり、諸外国にくらべやや高い傾向にある（グレードＢ）。

２．喫煙、飲酒、高血圧は危険因子である。２．喫煙、飲酒、高血圧は危険因子である。

３．一親等以内に脳動脈瘤を有するものの４％に動脈瘤がみら３．一親等以内に脳動脈瘤を有するものの４％に動脈瘤がみら
 れる（グレードＡれる（グレードＡ）。）。

４．死亡率は１０－５３％であり、発症時に重症であるほど予後は４．死亡率は１０－５３％であり、発症時に重症であるほど予後は
 悪い。（グレードＢ）。悪い。（グレードＢ）。

５．経過中の再出血と遅発性脳血管攣縮は重大な予後悪化因５．経過中の再出血と遅発性脳血管攣縮は重大な予後悪化因
 子である（グレードＡ）。子である（グレードＡ）。

６．その他の予後悪化因子、は肺合併症）、高齢、高血圧、脳血６．その他の予後悪化因子、は肺合併症）、高齢、高血圧、脳血
 管障害の既往、動脈硬化症、アルコール摂取である（グ管障害の既往、動脈硬化症、アルコール摂取である（グ

 レードＢ）。レードＢ）。



再出血が予後を決める最も重要な因子再出血が予後を決める最も重要な因子

““とくにとくに再出血再出血は重大な予後悪化因子であり、は重大な予後悪化因子であり、
 

発症時に重症でしかも再出血を来した例で予発症時に重症でしかも再出血を来した例で予
 

後不良例の後不良例の2/32/3を占める。従って、再出血のを占める。従って、再出血の
 

防止は予後改善のために非常に重要である防止は予後改善のために非常に重要である
 

。（グレード。（グレードAA））””



脳動脈瘤再破裂症例脳動脈瘤再破裂症例

頭部ＣＴ検査頭部ＣＴ検査
ＣＴ血管撮影検査ＣＴ血管撮影検査

脳血管造影検査脳血管造影検査

たこつぼ型心筋症併発、たこつぼ型心筋症併発、22日間保存的経過観察の方針日間保存的経過観察の方針



臨床経過臨床経過
入院時入院時 ２日後２日後

再々出血（脳死状態）再々出血（脳死状態）再出血再出血混迷状態混迷状態



診断診断
１．診断の遅れは転帰不良につながる。（グレードＡ）１．診断の遅れは転帰不良につながる。（グレードＡ）

２．典型的症状は「経験したことのないような突然の激しい頭痛」である。（グ２．典型的症状は「経験したことのないような突然の激しい頭痛」である。（グ

 レードＢ）レードＢ）

３．重篤な出血に先立ち少量の出血をきたすことがある（警告症状）。症状は頭３．重篤な出血に先立ち少量の出血をきたすことがある（警告症状）。症状は頭

 痛が多く、ついで悪心・嘔吐、意識消失、めまいである。これを正しく診断し痛が多く、ついで悪心・嘔吐、意識消失、めまいである。これを正しく診断し

 た場合と見逃した場合では転帰に大きな差がある。（グレードＡ）た場合と見逃した場合では転帰に大きな差がある。（グレードＡ）

４．診断には頭部４．診断には頭部CTCT検査が適している。（グレードＡ）検査が適している。（グレードＡ）

５．頭部５．頭部CTCT検査でクモ膜下出血と診断された場合には腰椎穿刺は行わない。検査でクモ膜下出血と診断された場合には腰椎穿刺は行わない。

６．ただし、警告症状を有する例や、発症後時間が経過している例では頭部６．ただし、警告症状を有する例や、発症後時間が経過している例では頭部CTCT

 検査で出血が認められなくても臨床的にクモ膜下出血が疑われる限り腰検査で出血が認められなくても臨床的にクモ膜下出血が疑われる限り腰

 椎穿刺により出血の有無を確認すべきである。（グレードＡ）椎穿刺により出血の有無を確認すべきである。（グレードＡ）



初期治療初期治療

１．再出血の予防が最も重要な治療目的であり、これに加え頭１．再出血の予防が最も重要な治療目的であり、これに加え頭
 蓋内合併症（急性期水頭症、脳内血腫など）の治療、遅発蓋内合併症（急性期水頭症、脳内血腫など）の治療、遅発
 性脳血管攣縮の予防と治療などの専門的対応が必要であ性脳血管攣縮の予防と治療などの専門的対応が必要であ
 る。る。

２．重症例では呼吸と循環の管理を行う。急性期には交感神経２．重症例では呼吸と循環の管理を行う。急性期には交感神経
 緊張による心肺合併症に注意する。緊張による心肺合併症に注意する。

３．初期の診断と治療に高い専門性が要求されるため脳神経３．初期の診断と治療に高い専門性が要求されるため脳神経
 外科専門施設に速やかに搬送する必要がある。（グレード外科専門施設に速やかに搬送する必要がある。（グレード

 Ｂ）Ｂ）



治療法の選択治療法の選択
①①

 
重症でない例（重症でない例（意識清明または傾眠状態意識清明または傾眠状態）では、年齢、全）では、年齢、全

 身合併症などの制約がない限り、早期（発症身合併症などの制約がない限り、早期（発症7272時間以内）時間以内）
 に再出血予防処置を行うに再出血予防処置を行う ((グレードグレードB)B)。。

②②
 

比較的重症例（比較的重症例（混迷状態混迷状態）では、患者の年齢、動脈瘤の部）では、患者の年齢、動脈瘤の部
 位などを考え、再出血予防処置の適応の有無を判断する位などを考え、再出血予防処置の適応の有無を判断する

 。。

③③
 

最重症例（最重症例（半昏睡または昏睡状態半昏睡または昏睡状態）では、原則として再出）では、原則として再出
 血予防処置の適応はない。血予防処置の適応はない。

再出血予防処置の適応がない場合には、原則として保存再出血予防処置の適応がない場合には、原則として保存
 的治療を行う。保存的治療中に状態の改善がみられた場的治療を行う。保存的治療中に状態の改善がみられた場
 合、再出血予防処置を考慮する。合、再出血予防処置を考慮する。



脳動脈瘤の治療脳動脈瘤の治療法法

開頭クリッピング術

瘤内コイル塞栓術

保存的治療

長年行われてきた治療長年行われてきた治療

直視下での処置が可能直視下での処置が可能

最近発展してきた治療最近発展してきた治療

首尾良く治療できた際首尾良く治療できた際
の低侵襲性の低侵襲性



外科的治療法外科的治療法

開頭クリッピング術開頭クリッピング術



外科的治療外科的治療

1. 1. 原則的に早期に行うほうが良い。出血後７２時間原則的に早期に行うほうが良い。出血後７２時間
 以内に手術を行うと、とくに中等度までの重症例で以内に手術を行うと、とくに中等度までの重症例で
 は脳血管攣縮発生率や予後の面で優れた成績がは脳血管攣縮発生率や予後の面で優れた成績が
 得られる。（グレードＡ）得られる。（グレードＡ）

2.  2.  搬入時すでに７２時間を過ぎている場合には、遅搬入時すでに７２時間を過ぎている場合には、遅
 発性脳血管攣縮の時期を過ぎるのを待って再出発性脳血管攣縮の時期を過ぎるのを待って再出
 血予防処置を行うことも考慮する。（グレードＢ）血予防処置を行うことも考慮する。（グレードＢ）

3.  3.  一般的には直達手術として脳動脈瘤頸部クリッピ一般的には直達手術として脳動脈瘤頸部クリッピ
 ング術を行う。（グレードＡ）ング術を行う。（グレードＡ）



血管内治療血管内治療

脳底動脈瘤脳底動脈瘤 完全閉塞完全閉塞

瘤内コイル塞栓術瘤内コイル塞栓術



血管内治療血管内治療

1.  1.  再出血を予防するため、血管内治療も早期に施行再出血を予防するため、血管内治療も早期に施行
 する必要がある。する必要がある。

2.   2.   方法には、瘤内栓塞術と親動脈近位部閉塞術が方法には、瘤内栓塞術と親動脈近位部閉塞術が
 ある。ある。

3.  3.  瘤内栓塞術としては栓塞物質として離脱型コイル瘤内栓塞術としては栓塞物質として離脱型コイル
 であるＧＤＣが最も普及している。術中、術後に抗であるＧＤＣが最も普及している。術中、術後に抗
 凝固療法や抗血小板療法が行われるが標準的な凝固療法や抗血小板療法が行われるが標準的な
 方法はない。方法はない。

4. 4. 親動脈近位部閉塞術では近位親動脈閉塞試験で親動脈近位部閉塞術では近位親動脈閉塞試験で
 耐性を確認した後にバルーンやコイルを用いて閉耐性を確認した後にバルーンやコイルを用いて閉

 塞する塞する。



脳血管攣縮脳血管攣縮

著しい脳血管攣縮著しい脳血管攣縮

血管拡張術血管拡張術

脳血管攣縮は解除脳血管攣縮は解除



脳血管攣縮の治療法脳血管攣縮の治療法
脳槽内血腫排除法脳槽内血腫排除法

脳槽内組織プラスミノーゲンアクチベーター投与、脳槽内組織プラスミノーゲンアクチベーター投与、

術後ウロキナーゼ潅流法（グレードＢ）術後ウロキナーゼ潅流法（グレードＢ）

血管攣縮治療薬投与法血管攣縮治療薬投与法（グレード（グレードBB））

塩酸ファスジル（ミオシン軽鎖リン酸化酵素活性化塩酸ファスジル（ミオシン軽鎖リン酸化酵素活性化
 阻害剤）阻害剤）

オザグレル（トロンボキサンオザグレル（トロンボキサンA2A2合成酵素阻害剤）合成酵素阻害剤）

全身循環改善療法全身循環改善療法

triple Htriple H療法（グレードＢ）療法（グレードＢ）

hyperdynamichyperdynamic
 

療法（グレードＣ）。療法（グレードＣ）。

血管内治療法血管内治療法

血管拡張剤の選択的動注療法血管拡張剤の選択的動注療法

経皮的血管形成術経皮的血管形成術



クモ膜下出血に関する新しいエクモ膜下出血に関する新しいエ  
ビデンスビデンス

ISAT studyISAT study
破裂脳動脈瘤患者破裂脳動脈瘤患者21432143名における開頭クリッピング術名における開頭クリッピング術

 と血管内コイル塞栓術のランダム化国際比較試験と血管内コイル塞栓術のランダム化国際比較試験

（（くもくも膜下動脈瘤国際治験（膜下動脈瘤国際治験（ISATISAT）共同研究グループ）共同研究グループ

 
による、による、

Lancet Lancet 第第360360巻巻20022002年年1010月月2626日号日号12671267--12741274ページ）ページ）

「治療の選択肢として血管内治療（コイリング）および開頭手術「治療の選択肢として血管内治療（コイリング）および開頭手術
 （クリッピング）いずれも適応と考えられる破裂脳動脈瘤患者に（クリッピング）いずれも適応と考えられる破裂脳動脈瘤患者に
 おいては、「血管内治療割り付け群」の方が１年後の機能障害おいては、「血管内治療割り付け群」の方が１年後の機能障害
 回避の面で有意に優れていた。」回避の面で有意に優れていた。」



ISAT studyISAT studyについてについて
1. 1. 本研究は外科的処置について大規模なランダム化比較本研究は外科的処置について大規模なランダム化比較

 試験を行った貴重な論文試験を行った貴重な論文

2. 2. 適切な症例選択により血管内治療は開頭手術と同等か適切な症例選択により血管内治療は開頭手術と同等か
 それ以上の成績を出しうることを示唆しているそれ以上の成績を出しうることを示唆している

3. 3. 血管内治療は再出血予防効果が開頭手術に劣ることが血管内治療は再出血予防効果が開頭手術に劣ることが
 示唆されているので、今後長期的再出血予防効果の検討示唆されているので、今後長期的再出血予防効果の検討

 が必要が必要

4. 4. 現時点では、「血管内治療」と「開頭手術」それぞれ現時点では、「血管内治療」と「開頭手術」それぞれ
 の長所を生かして脳動脈瘤治療により優れた治療成績をの長所を生かして脳動脈瘤治療により優れた治療成績を

 おさめるべきおさめるべき

5. 5. 当面は本論文ならびにこれまでに蓄積されたデータ、当面は本論文ならびにこれまでに蓄積されたデータ、
 診療医の経験をもとにして患者さんごとに適切に判断し、診療医の経験をもとにして患者さんごとに適切に判断し、

 現時点で最良と考えられる治療の選択を行う現時点で最良と考えられる治療の選択を行う

（日本脳神経外科学会ホームページより、一部改変）（日本脳神経外科学会ホームページより、一部改変）



本ガイドライン使用上の注意本ガイドライン使用上の注意

重症度により全く違った病像を示し、その病態も出重症度により全く違った病像を示し、その病態も出
血後の時間経過により常に変化している血後の時間経過により常に変化している

診療にあたっては個々の患者の病態や臨床上の背診療にあたっては個々の患者の病態や臨床上の背
景を正確に把握する担当医の臨床能力が極めて重景を正確に把握する担当医の臨床能力が極めて重
要である。要である。

本研究班における診療ガイドラインの有効活用のた本研究班における診療ガイドラインの有効活用のた
めには担当医の臨床能力が不可欠めには担当医の臨床能力が不可欠

ガイドラインの記述を普遍化して医事紛争や医療訴ガイドラインの記述を普遍化して医事紛争や医療訴
訟の資料に用いるのは適当とは考えられない。訟の資料に用いるのは適当とは考えられない。



今後の課題今後の課題

クモ膜下出血をはじめとした外科的疾患の診療はクモ膜下出血をはじめとした外科的疾患の診療は

術者の技量をはじめ診療施設の医療体制に影響を術者の技量をはじめ診療施設の医療体制に影響を

受けるため、実験疫学的手法による検討は困難で受けるため、実験疫学的手法による検討は困難で

あるものと考えられてきた。あるものと考えられてきた。

本ガイドラインにおいても明確なエビデンスに乏しい本ガイドラインにおいても明確なエビデンスに乏しい

部分も多く、現時点での一般的推奨にとどまる点も部分も多く、現時点での一般的推奨にとどまる点も

ある。ある。

今後、エビデンスレベルの高い研究デザインを設定今後、エビデンスレベルの高い研究デザインを設定

し、研究を続けることが必要と考えられる。し、研究を続けることが必要と考えられる。
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「科学的根拠（evidence）に基づく
糖尿病診療ガイドライン」



１．作成の経過

２．内容について最も重要な点、
 注目すべき点

３．作成後の感想、外部からの反響

４．今後の改訂の予定



１．作成の経過

２．内容について最も重要な点、
注目すべき点

３．作成後の感想、外部からの反響

４．今後の改訂の予定



１．作成の経過

「科学的根拠（evidence）に基づく糖尿病診療ガ
 イドライン」は、厚生省（当時）の研究事業（医療技
 術評価総合研究事業）として平成11〜12年度に

 かけて行われた、EBM（evidence-based medicine
 ）に依拠した診療ガイドライン策定事業の成果で

 ある。





１．作成の経過

２．内容について最も重要な点、
 注目すべき点

３．作成後の感想、外部からの反響

４．今後の改訂の予定



２．内容について最も重要な点、注目すべき点

本診療ガイドラインは、エビデンスに基づく糖尿病
 の診療ガイドラインとしてはわが国で初めてのもの

 であり、本診療ガイドラインをベースに、日本糖尿
 病学会の診療ガイドライン策定に関する委員会に
 よって、同学会の診療ガイドラインが策定されてい
 る。

Ａ．エビデンスとした情報源
Ｂ．各項の構成
Ｃ．文献情報へのエビデンスレベルの付与とステートメント

 への推奨の強さの度合いの付与
Ｄ．本診療ガイドラインの特徴



２．内容について最も重要な点、注目すべき点

Ａ．エビデンスとした情報源
Ｂ．各項の構成
Ｃ．文献情報へのエビデンスレベルの付与とステートメントへ

 の推奨の強さの度合いの付与
Ｄ．本診療ガイドラインの特徴



本診療ガイドラインを作成するにあたり、エビデンスとなる情報源として、

①過去のガイドライン（カナダ1998年、米国1999年）、
②MEDLINEデータベースでPractice Guidelineとして検索された論文
（1996年以降60件）、
③MEDLINEデータベースによる検索（1998年以降798件）、
④医学中央雑誌データベースによるわが国における論文検索
（1987〜1999年129件）、

の４つを情報源として利用している。

③、④については検索をランダム化比較試験あるいはメタアナリシスに限定した。

加えて，各執筆者によっても検索を行い，さらに，各分担執筆者が必要と認めた

 文献も検討対象に追加した。

２．内容について最も重要な点、注目すべき点
Ａ．エビデンスとした情報源



①糖尿病治療の目標と指針
②食事療法
③運動療法
④経口血糖降下薬療法
⑤インスリン療法
⑥血糖自己測定
⑦糖尿病網膜症の治療
⑧糖尿病腎症の治療
⑨糖尿病神経障害の治療
⑩糖尿病足病変—フットケア—
⑪糖尿病大血管症
⑫糖尿病に合併した肥満
⑬糖尿病に合併した高血圧
⑭糖尿病に合併した高脂血症

本診療ガイドラインの内容



２．内容について最も重要な点、注目すべき点
Ｂ．各項の構成

本診療ガイドラインの各項目は、
①推奨の内容を記載したステートメントと
②その解説、および
③文献と
④アブストラクトテーブルからなり、

各々のステートメントには
推奨の強さをあらわすグレードと
根拠となった文献のレベル（根拠とした文献中、最もレベ

 ルの高いもののそれ）が付されている。





２．内容について最も重要な点、注目すべき点
Ｂ．各項の構成

本診療ガイドラインの各項目は、
①推奨の内容を記載したステートメントと
②その解説、および
③文献と
④アブストラクトテーブルからなり、

各々のステートメントには
推奨の強さをあらわすグレードと
根拠となった文献のレベル（根拠とした文献中、最も

 レベルの高いもののそれ）が付されている。



１．十分な食事，運動療法を2〜4ヵ月間行っても良い血糖コントロールが得られ

 ない場合，薬物療法により血糖改善を図るべきである（1-4）．［グレードA，レベ

 ル１］

２．血糖コントロールの目標は低血糖を起こさずにできるだけ正常値に近づける

 ことである（1-3）

 
．［グレードA，レベル１］

３．１型糖尿病，糖尿病合併妊娠，口渇・多飲・多尿・体重減少を伴う高度な高血

 糖，感染症，外科手術などインスリンの絶対適応がある場合を除いては、経口

 血糖降下薬により治療を開始してよい（3-6）

 
．［グレードB，レベル1］

４．良い血糖コントロールが得られるならば，どの薬剤も第一選択薬になりうる（1, 
2）．［グレードA，レベル１］

 
薬物の選択は作用の特性や副作用を考慮に入れな

 がら個々の患者の状態に応じて行う．［グレードA，コンセンサス］

５．経口血糖降下薬は単独投与で少量から開始し，投与量を増やしても良いコン

 トロールが得られない場合は違う機序の経口血糖降下薬を追加する（1, 2, 23-

 30）．［グレードA，レベル１］

経口血糖降下薬療法に関するステートメント



１．１型糖尿病，糖尿病合併妊娠，糖尿病昏睡ではインスリンの使用が絶対適応となる．感染症，外科手術

 時もインスリンの使用が勧められる．［グレードA，コンセンサス］

２．１型糖尿病の多くは，至適血糖コントロールを目指すために，インスリン頻回注射法（３〜４回/日）また

 はCSII（continuous subcutaneous insulin infusion）法が必要となる（1）．このようなインスリン頻回注射法ま

 たはCSIIによる厳格な血糖コントロールは，１型糖尿病において，糖尿病細小血管合併症（網膜症，腎症，

 神経障害）の予防，進展抑制に有効である（1, 2）．［グレードA，レベル１］

３．１型糖尿病において，インスリン強化療法は，早期の大血管合併症（狭心症，心筋梗塞，血管形成術，

 冠動脈バイパス術，脳卒中，跛行，末梢血管バイパス術）の安定化に有効である（3）．［グレードA，レベル１

 ＋］

４．厳格な血糖コントロールは，２型糖尿病の細小血管合併症の予防，進展抑制に有用であるため，食事

 療法，運動療法，および経口血糖降下薬によっても血糖コントロールの目標が達成できない場合，頻回注

 射による強化インスリン療法を含めたインスリン治療を開始する（4, 5）．［グレードA，レベル１］

５．２型糖尿病におけるスルホニル尿素薬二次無効に対して，夕食前に混合インスリン（4, 5）

 

［レベル1］，ま

 たは就寝前に中間型インスリン（６）

 

［レベル2−］を追加することによって良好な血糖コントロールが得られる

 可能性がある．眠前のインスリン注射は，高インスリン血症を招来させるリスクも少ない．［グレードB］

６．インスリン治療２型糖尿病において，経口血糖降下薬を併用することによって血糖コントロールが改善し

 たり，使用インスリンを減量できる可能性がある（スルホニル尿素薬（7）［レベル2］，ビグアナイド薬（8-10）

 ［レベル2］，α-グルコシダーゼ阻害薬（11）［レベル2］，インスリン抵抗性改善薬（12-14）［レベル2］）．［グ

 レードB］

 

しかし，併用療法に関して，医療費や長期予後の観点からの有用性，有効性についてはまだ検

 討されていない．

インスリン療法に関するステートメント



２．内容について最も重要な点、注目すべき点
Ｃ．文献情報へのエビデンスレベルの付与とステートメントへ

 の推奨の強さの度合いの付与

文献のレベルについては、既存のエビデンス水準（レ
 ベル）表を参考に、あらたに水準表を作成し、各文献情
 報にエビデンスレベルを付与した。

また、推奨の強さの度合いは、福井・丹後による「診療
 ガイドラインの作成と評価の手順」（福井次矢、丹後俊
 郎：厚生省「EBM研究班合同会議」資料「診療ガイドライ
 ンの作成と評価の手順」

 
ver3.1 (2000/11/20)）の方式に

 よって与えている。



本診療ガイドラインで用いたエビデンス水準（レベル）表

水準

 
それに該当する臨床研究デザイン

（レベル）

1+

 
水準1（下記）の規模を含むランダム化比較試験の系統的レビュー
またはメタアナリシス

1

 
十分な症例数（全体で400例以上）のランダム化比較試験

2+

 
水準2（下記）のランダム化比較試験の系統的レビューまたは
メタアナリシス

2

 
小規模（全体で400例未満）のランダム化比較試験

2-

 
さらに小規模（全体で50例未満）のランダム化比較試験、クロスオー

 バー試験（ランダム化を伴う）、オープンラベル試験（ランダム化を
伴う）

3

 
非ランダム化比較試験、コントロールを伴うコホート研究

4

 
前後比較試験、コントロールを伴わないコホート研究、症例対照研究

5

 
コントロールを伴わない症例集積（10〜50例程度）

6

 
10例未満の症例報告

（括弧内の症例数は目安）

文献のレベル



推奨の強さの度合い

本診療ガイドラインで用いた推奨の強さの分類
（福井、丹後「診療ガイドラインの作成と評価の手順」*によった）

Ａ：行うように強く勧められる
Ｂ：行うように勧められる
Ｃ：行うように勧めるだけの根拠が明確でない
Ｄ：行わないように勧められる

＊福井次矢、丹後俊郎：厚生省「EBM研究班合同会議」資料「診療ガイドラインの作

 成と評価の手順」

 
ver3.1 （2000/11/20）



２．内容について最も重要な点、注目すべき点
Ｄ．本診療ガイドラインの特徴

本診療ガイドラインは、このように文献情報に基づいて作成されている

 点が本来的な特徴である。根拠となった文献のアブストラクトテーブルに

 は、その文献に含まれる情報の要点が簡潔に記載されており、即座にそ

 れを閲覧できる点は大きなメリットである。

一方で、文献情報の少ない事項や文献情報に欠ける事項については、

 コンセンサスにも十分配慮した構成となっており、このような場合に限らず

 、数度にわたる専門家間での合議を経て、全てのステートメントを含むガ

 イドラインが作成されている。

これらの点から、本診療ガイドラインは、日本において糖尿病診療を遂

 行するうえでの基本的資料として、その価値を十分に評価しうるものと考

 える。



１．作成の経過

２．内容について最も重要な点、
 注目すべき点

３．作成後の感想、外部からの反響

４．今後の改訂の予定



３．作成後の感想、外部からの反響

作成後の感想：本診療ガイドラインんで取り上げられた糖尿病治療に関す

 るエビデンスは海外におけるものが多く、これらをそのまま日本人にあてはめ

 るには無理のある場合も多いと思われる。
しかし、たとえ諸外国における臨床研究であっても、そのエッセンスを拾い

 上げ、わが国に応じた形で適用することは可能であろう。
糖尿病診療に関するわが国におけるエビデンスが、今後さらに集積されて

 いくことが望まれる。

外部からの反響：本診療ガイドラインンをベースに作成された日本糖尿病

 学会の糖尿病診療ガイドラインについては、「わが国初の糖尿病についての

 evidence-based clinical guidelineとしての評価は高く、一般臨床医が実際の

 臨床で活用する際、その診療方針にベースラインの根拠を与えてくれるもの

 である。
ただ、 “ 患者の自己決定権 ” を尊重する診療を行う際には、アウトカムの定

 量性の表現に乏しいため、根拠となった情報の原文を検討する必要がある

 かもしれない。今後の改訂に期待したい」といった反響が寄せられている。



１．作成の経過

２．内容について最も重要な点、
 注目すべき点

３．作成後の感想、外部からの反響

４．今後の改訂の予定



４．今後の改訂の予定

本診療ガイドラインをベースに、日本糖尿病学会の
 診療ガイドライン策定に関する委員会の手によって、
 同学会の糖尿病診療ガイドラインが策定され、2002年

 ２月に公表された。

日本糖尿病学会の診療ガイドラインは、現在、同学
 会の診療ガイドライン策定に関する委員会のもとで改
 訂作業が進行中であり，診療ガイドラインとしてさらに
 拡充される計画である。改訂版の正確な公表時期は

 未定であるが、2004年が予定されている。

改訂の際に，糖尿病の診断，予防などに関するいくつかの項目が拡充される予定で

 ある。



第2回EBM研究フォーラム

エビデンスに基づく日本人脳梗塞治療
ガイドラインの作成と応用の問題点

慶應義塾大学医学部神経内科

棚橋
 

紀夫



Evidence Based Medicine(EBM)

• EBMとは、「診ている患者の臨床上の疑問点に関し
 

て、医師が関連文献等を検索し、それらを批判的に
 

吟味した上で患者への適用の妥当性を評価し、さら
 

に患者の価値観や意向を考慮した上で臨床判断を
 

下し、自分自身の専門技術を活用して医療を行うこ
 

と」であり、実践的な手法である。

• EBM実践の一つとして、この手法に則った診療ガイ
 

ドラインの策定がある。



エ ビ デ ン ス に 基 づ い た 本 邦 独 自 の
治 療 ガ イ ド ラ イ ン ( G L ) 策 定 の 必 要 性

• 最新・最適の情報に基づく診療の必要性

• ばらつきの少ない診療、治療標準化の必要性

• 日本人の特性の評価とその実情に合ったGLの必要性

• Informed consent実践のための手段

• 医療費・経済効率改善の必要性

• 医療過誤回避のための手段

• 本邦の臨床研究の目標の明確化

• 卒前・卒後医学教育、生涯学習における指針



厚生科学研究費補助金によるガイドライン策定研究班

• 医療技術評価総合研究事業
– 平成１１年度

• 高血圧症、糖尿病、喘息、心筋梗塞、前立腺肥大症

– 平成１２年度
• 白内障、慢性関節リウマチ、脳梗塞、腰痛、胃潰瘍、く

 も膜下出血、アレルギー性鼻炎

• ２１世紀型医療開発推進研究事業
（メディカル・フロンティア戦略）

– 平成１３年度
• がん（肺、乳、胃）、アルツハイマー病

• 医療技術評価総合研究事業
– 平成１４年度

• 脳出血、椎間板ヘルニア、大腿骨頸部骨折、肝がん



Evidenceに基づく日本人脳梗塞患者の治療ガイドライン

厚生労働科学研究

 
21世紀型医療開拓推進研究事業（EBM分野）

 
２０００－２００２

【班長

 
：

 
慶應義塾大学

 
内科

 
福内

 
靖男

 
】



脳 卒 中 合 同 ガ イ ド ラ イ ン 委 員 会

日本脳卒中学会

日本脳神経外科学会

（脳卒中の外科学会）

日本神経学会

日本神経治療学会

日本リハビリテーション医学会

脳卒中合同ガイドライン

A  脳卒中一般
 B  脳梗塞

 C  脳出血
 D  くも膜下出血



医学中央雑誌基本データベース
Medline 

The Cochrane Library
その他
Ｇuidelines

 
for the Management of Patients with Acute Ischemic Stroke

The Cochrane Data Base of Systematic Reviews(CDSR)

文献検索方法

脳梗塞
 

約17,000件

Medline 検索式
 

すべてが網羅できない
Cochrane Review, 外国ガイドラインの文献も参考となる



Stroke 25:1901-1914,
1994

Stroke 25:1320-1335,
1994

Stroke 27:1771-1718, 
1996

Stroke 26:188-201, 1995



厚生労働省脳梗塞治療GL研究班

エビデンスレベルの分類

レベルⅠ：

レベルⅡ：

レベルⅢ：

レベルⅣ：

レベルⅤ：

RCTのメタアナリシス

RCTのデータ

非ラムダム化比較試験のデータ

コホート研究や症例対照研究のデータ

ケースシリーズや症例報告のデータ



脳卒中のエビデンスレベルに関する分類

本分類は, 英国Royal College of Physiciansが採用したNational Clinical Guidelines for Strokeの分類

 (1999)に準じ, Oxford Centre for Evidence-based Medicineの分類(2001)を一部取り入れたものである。

脳卒中合同ガイドライン委員会

 
2001

RCTのメタアナリシス（RCTの結果がほぼ一様）
Meta-analysis（with homogeneity）

 
of RCTs

RCT
At least one RCT
よくデザインされた比較研究(非ランダム化)
At least one well designed, controlled study but without 
randomisation
よくデザインされた準実験的研究
At least one well designed, quasi-experimental study
よくデザインされた非実験的記述研究(比較・相関・症例研究)
At least one well designed, non-experimental descriptive study
(eg. comparative studies, correlation studies, case studies)
専門家の報告・意見・経験
Expert committee reports, opinions and/or experience of 
respected authorities

Ⅰa

Ⅰb

Ⅱa

Ⅱb

Ⅲ

Ⅳ

エビデンスのレベル
Levels of evidence

内 容
Type of evidence



MA RCT CCT Cohort CS Total
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報告数

アブストラクトテーブル採用報告数

SR: Cochrane Systematic Review
MA: Meta-Analysis
RCT: Randomized-Controlled Trial 
CCT: Controlled Clinical Trial
Cohort :Cohort Study
CS: Case Series

脳梗塞
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高いレベルのエビデンス（ＲＣＴ）が足りない

日本人を対象とした高いレベルのエビデンス（ＲＣＴ）
が足りない



勧告の強さ

グレード
 

A 行うよう強く勧められる

グレード
 

B  行うよう勧められる

グレード
 

C     行うことを考慮してもよいが十分な科学的

根拠がない

グレード
 

D     行わないよう勧められる

厚生労働省脳梗塞治療GL研究班



脳卒中の勧告グレードに関する分類

勧告のグレード
Grades of

recommendations

内 容
Type of recommendations

A

B

C1

C2

D

・行うよう強く勧められる

（少なくとも1つのレベルⅠの結果）

・行うよう勧められる

（少なくとも1つのレベルⅡの結果）

・行うことを考慮してもよいが,  十分な科学的根拠
 はない

・科学的根拠がないので, 勧められない

・行わないよう勧められる

脳卒中合同ガイドライン委員会
 

2001



「推奨の強さ」の決定の際に勘案した要素

1. エビデンスのレベル

2. エビデンスの数と結論のばらつき（同じ結論のエビ
 

デンスが多ければ多いほど、そして結論のばらつ
 

きが小さければ小さいほど勧告は強いものとした）

3. 臨床的有効性の大きさ

4. 臨床上の適応性

5.   害やコストに関するエビデンス



行うよう強く勧められる

行うよう勧められる

行うことを考慮してもよいが十

 分な科学的根拠がない

行わないよう勧められる

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

推 奨
脳梗塞

２３

３ ２

２１

1

2

3

4

1１２

５

１７

急性期治療
 

慢性期治療

推奨数49                                  推奨数34



Grade A

Grade B

Grade C1

Grade C2

Grade D

脳出血

急性期治療

Ｇｒａｄｅ

 

Ａ

 

０

推奨

慢性期治療

５３

６

８

４

Ｇｒａｄｅ

 

Ａ

 

０

Ｇｒａｄｅ

 
Ｂ

Ｇｒａｄｅ

 
Ｃ１

Ｇｒａｄｅ

 

Ｃ２

Ｇｒａｄｅ

 

Ｄ

３
１

１
Ｇｒａｄｅ

 
Ｂ

Ｇｒａｄｅ

 
Ｃ１

Ｇｒａｄｅ

 

Ｃ２

推奨数
 

71                                  推奨数
 

5



推奨に関する問題点

RCTが１つしかない治療法では、その文献の質が問題
 となる場合がある。Peer reviewerによる雑誌かどうか、
 試験デザイン(endopoint, 症例数など）、結果の解析

 （subanalysis, Post Hoc analysis）等

治療の絶対的効果(NNT)をどのように評価するか
 (Guyattら, 1995)

重要な治療法にも関わらず、RCTがないため外国の

ガイドラインを参考にせざるを得ない場合がある



血栓溶解療法（静脈内投与）

【推奨】
a. 組織プラスミノーゲンアクチベーター（t-PA、本邦保険適応外）の

 静脈内投与は、経験を積んだ専門医師が適切な設備を有する施設
 で、適応基準（脳梗塞発症3時間以内、CTで早期虚血所見がない

 かまたは軽微、など）を充たす場合については、脳梗塞急性期の治
 療法として有効性が期待される（グレードA）。ただし、上記の条件を
 満たさない場合、予後を悪化させる可能性があるため、その使用は
 専門的施設で行われるべきである。

b. 低用量（60,000単位/日）ウロキナーゼの静脈内投与は、急性期
 （5日以内）の脳血栓症患者の治療法として行うことを考慮してもよい

 が、十分な科学的根拠はない（グレードC1）。

c. ストレプトキナーゼ（保険適応外）の静脈内投与は、脳梗塞の急
 性期に行わないよう勧められる（グレードD）。



脳保護薬

脳保護作用が期待される薬剤の投与は、脳梗塞急性期
 の治療法として行うよう勧めるだけの根拠が明確でない
 （グレードC)

合同ガイドライン

脳梗塞急性期の治療法として脳保護作用が期待される
 薬剤（エダラボン）を投与することが勧められる（グレード
 B）。



Cerebrovasc Dis 2003;15:222-229

Table 5. Modified Rankin Scale assessed at discharge 
within 3 months or at 3 months after onset, in patients 
treated within 24 h after onset

a Wilcoxon’s rank sum test.

0
1
2
3
4
5
Death

14
10

8
5
2
2
1

1
6

13
3
8
4
4

Grade
Edaravone
(n=42)

Placebo
(n=39)

p=0.0001a



抗血小板療法

【推奨】
アスピリン160～300 mg/日の経口投与は、発症早期（48 
時間以内）の脳梗塞患者の治療法として推奨される（グ

 レードA）。

オザグレル160 mg/日の点滴投与は、急性期（発症5日
 以内）の脳血栓症（心原性脳塞栓症を除く脳梗塞）患者
 の治療法として推奨される（グレードB）。



高血圧脳出血の治療（手術的治療を除く）

１．血圧コントロール

推奨

脳出血急性期の高血圧は、収縮期血圧＞180mmHg, 
拡張期血圧＞105mmHg、または平均血圧＞130mmHg 
のいずれかが20分以上続いたら降圧を開始すべきであ

 る（グレードC1)。収縮期血圧＜180mmHg, 拡張期血圧
 ＜105mmHgではすぐに降圧を始める必要はない（ｸﾞﾚｰ
 ﾄﾞC1)



診療カイドラインに望まれる属性

AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality）

妥当性
再現性
信頼性
作成過程における代表性
臨床的柔軟性
明確性
改定計画



診療ガイドラインの評価
 

(採点）

Shaneyfeltら
 

25項目

Cluzeauら
 

37項目

Ｇｒｉｌｌi ら
 

3項目



ガイドライン応用（活用）の問題点

普及の方法

履行
患者に適用でき、簡便で使いやすい
ガイドラインが必要



診療ガイドラインを入手できるインターネットサイト

Agency for Healthcare  Research and Quality
http:/www.abcpr.gov

National Guideline Clearinghouse (NGC)
http:/www.guideline.gov/index.asp

CDC recommends
http:/www.phppo.cdc.gov/cdcRecommends./

ACP-ASIM Guideline Web site
http:/www.acponline.org/sci-policy/guidelines./



ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ情報提供・評価（日本）

• （財）日本医療機能評価機構

• 診療ガイドラインデータベース

• 同じ様式に統一したガイドラインをインターネット
 を利用し、臨床現場や国民に速やかに提供する

• 出版物等を刊行し情報提供



脳梗塞治療カイドライン

厚生労働省報告書
 

関係者への郵送
ＵＭＩＮホームベージで公開

脳卒中合同ガイドライン

出版
学会誌掲載
学会ホームページで公開



診療ガイドラインでの推奨の多くは、症例の60-95%に

適応されるべきであることを認識することが重要
option    50%
guideline 60-95%
standard   95%以上

Eddy DM, 1990

個々の患者の状況と選好に基づき、推奨を適応する
 か否かを決定することが臨床医の責務

個々の患者への診療ガイドラインの適応



まとめ

1) エビデンスに基づく日本人脳梗塞治療ガイドラインの作
 成経験からガイドラインの作成・応用の問題点を論じた。

2) 日本人を対象とした高いレベルのエビデンス(RCT)は少
 ない。

3) 推奨には、科学的根拠が十分でないもの(グレードC)が
 多い。

４）治療ガイドラインの改定はできるだけ早期が望ましい。
4) 応用(活用）には、まずガイドラインの普及をはかる必要

 がある。
5) ガイドラインの実際の活用にあたっては、推奨がすべて

 の患者に適応できるわけではないことを認識し、個々の
 患者の状況と選好に基づき、推奨を適応するか否かを

 決定することが重要である。
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