
Minds（マインズ）の事業説明

日本医療機能評価機構 EBM医療情報部

吉田雅博



日本医療機能評価機構の事業

2）病院機能評価事業 （平成9年度より）
病院の評価認定を行っています。

3）医療事故情報収集等事業（平成15年度より）
本邦の医療事故報告収集：

日本国内の病院からの医療事故報告、ヒヤリ・ハット報告を厚生労働省
の委託事業として収集解析、広報しています。

4） 産科医療補償制度運営事業（平成21年度より）
分娩に関係して発症した脳性麻痺の児とその家族の経済的負担を補償し、

原因分析と、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図る。

1）医療情報サービス事業【Minds】（平成15年度より）
厚生労働省の補助金事業
医療関係者、患者、介護者の治療法選択のための情報提供の推進
EBMセンターとして、質の高い診療ガイドラインや医学情報を掲載





平成17年度完成予定
（計３疾患）

・急性胆道炎
・前立腺癌
・尿路結石

平成18年度完成予定
（計7疾患）

・大腸がん ・食道がん
・胆道がん ・膵臓がん
・卵巣がん ・腎がん
・皮膚がん

１１ ５

作る 伝える



2004年5月11日 公開 http://minds.jcqhc.or.jp
厚生労働科学研究費補助金にて運営中

ユーザー登録数約 ４万 人（2009年1月末）

（増加数1.0万人／１年）

利用は全て無料

インターネットを用いた医療情報提供事業



Minds 事業
診療ガイドライン、ＥＢＭの普及

課題と取り組み

1. 使いやすい環境システム作り
インターネットの特性を利用したシステム

検索にヒットしやすい環境

2. ガイドライン内容の評価
科学的根拠に基づくガイドラインを評価選定

3. ガイドライン出版後の情報提供
・ 同一疾患での複数のガイドラインについてのレビュー
・ Cochran Review Abstract の日本語訳提供
・ ガイドライン出版後に報告されたRCTの情報提供

4. 医療者、一般国民への情報提供
診療ガイドラインの一般向け解説
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月別ページビュー数 月別ユーザー登録数

月別ページビュー数(12月末現在) ：１,１８８,７５５件

ユーザー登録総数(1月末現在) ：４０,４１７人

MindsMindsアクセス数アクセス数

2/1NHK『きょうの健康』放送
TOPアクセス数：6,359件

ユーザ登録：131件
2/8再放送

TOPアクセス数：6,194件
ユーザ登録：105件

9/23読売新聞夕刊掲載
TOPアクセス数：5,650件

ユーザ登録：303件
6/24日経BP掲載翌日
TOPアクセス数：2,121件

ユーザ登録：303件

5/11読売新聞夕刊掲載
TOPアクセス数：2,704件

ユーザ登録：37件

5/7日本経済新聞夕刊
TOPアクセス数：3,266件

ユーザ登録：39件
5/18日本経済新聞朝刊
TOPアクセス数：3,767件

ユーザ登録：86件

SEO対策開始

9/30リニューアル

10/22日本経済新聞朝刊



MindsMinds提供情報提供情報

ガイドライン解説

疾患解説
MindsPLUS

一般向けガイドライン一
般
向
け
情
報

CPG（診療ガイドライン）レビュー

トピックス

コクラン・レビュー・アブストラクト日本語訳

Mindsアブストラクト（論文の構造化抄録）

MindsPLUS

診療ガイドライン

医
療
者
向
け
情
報



minds マインズ検索 検索



掲載疾患 57疾患



しかし、本当に役に立つガイドラインか？

「診療ガイドライン」という名称がつけられているもの
現在日本で 600種類以上出版

根拠に基づいた診療ガイドラインを選定し情報提供

「根拠は確かなのか？」
「作成主体が当該疾患の中心的な診療団体であるか？」
「可能な限りエビデンスを提示しているか？」

Minds掲載ガイドライン(53領域)の位置づけ



医療提供者向け診療ガイドライン 54疾患
（10～13疾患増／年）

【公開準備中】 前立腺癌検診、アキレス腱断裂、
変形性股間節症、他



医療者向医療者向け情報け情報 MindsPLUSMindsPLUS

Minds

PLUS

国内外の診療ガイドラインの比較や特徴など
を紹介

国内外で公表された最新の医学情報や
レビューを提供

コクラン・ライブラリ中のコクラン・システ
マティック・レビューのアブストラクト部分
を和訳して提供

ガイドライン作成後に発表された医学論文の
構造化抄録と専門医のコメントを日本語で
紹介

CPGレビュー

トピックス

コクラン・レビュー・
アブストラクト

Minds
アブストラクト



Mindsアブストラクト（最新の論文の構造化抄録）
26疾患、1208件



コクラン・レビューアブストラクト 日本語訳
４８疾患、９５７件



トピックス 16疾患、22件
国内外で公表された最新の医学情報やレビュー



CPGレビュー 28疾患、25件
国内外の同一領域の診療ガイドラインの比較や特徴などを紹介



一般向けガイドライン 13疾患



ガイドライン解説 ５疾患
（（（ （医師向けガイドラインの推奨文をわかりやすく解説） ）））



ガイドライン解説ガイドライン解説



疾患解説疾患解説

■目的■

患者、家族などの一般国民向けの病気の分かりやすい説明

■内容■

病気の原因や頻度、病気の発生する場所

病気の分類、症状、

検査と治療の種類など

■公開時期■

2009年今月より順次公開予定

Minds掲載ガイドラインで扱う疾患についての基本的な解説の作成



疾患解説画面イメージ疾患解説画面イメージ

疾 患 解 説

白内障ってどんな病気？白内障ってどんな病気？

白内障とは、眼の水晶体が濁る病気をいいます。私たちの眼をカメラにたとえると、水晶体はレ
ンズの部分にあたります。じっさいに凸レンズの形をしていて、タンパク質と水分で出来ていま
す。水晶体を光が通過すると、水晶体の後ろにある網膜に光が集められ、そこに映し出された
像が視神経から脳に伝えられます。これが、ものが見える仕組みです。ところが水晶体が濁る
と、光がうまく通過できなくなり、網膜に鮮明な画像が結べなくなります。そのため、白内障では
視力が低下するなどの症状が現れます。



診療ガイドライン
医療提供者向け・一般向け

ガイドライン
解説

CPG レビュー

コクラン・レビュー・アブストラクト

Mindsアブストラクト

ガイドライン
作成の手引き

医師向け

MindsMinds事業のまとめ事業のまとめ

トピックス

疾患解説

利用は全て無料



minds マインズ検索 検索



これからもぜひMindsをお役立てください



Mindsの使い方

日本医療機能評価機構, 東京女子医科大学 佐藤康仁



Mindsトップページ



Mindsスタンダードと
Mindsプロフェッショナルの違い1

Mindsのボトムコンテンツ

Mindsスタンダード 約34,000ページ

Mindsプロフェッショナル 約37,000ページ

内容はほぼ同じ（プロには過去ガイドライン掲載）

Mindsスタンダード

直感的に閲覧可能、操作は簡単

素早くボトムコンテンツに到達することができる

Mindsプロフェッショナル

コンテンツの関連を維持した閲覧

操作はやや複雑



Mindsスタンダードのボトムコンテンツ



Mindsプロフェッショナルのボトムコンテンツ



Mindsスタンダードと
Mindsプロフェッショナルの違い2

開発の経緯

Mindsプロフェッショナルの開発から

Mindsスタンダードの開発へ

現在の利用状況

ページビューの98%以上がMindsスタンダード



Mindsのコンテンツ区分

医療提供者向け情報

診療ガイドライン
MindsPLUS Mindsアブストラクト

コクラン・レビュー・アブストラクト

トピックス

CPGレビュー

一般向け情報

診療ガイドライン
MindsPLUS ガイドライン解説

疾患解説



Mindsスタンダードの閲覧方法1
コンテンツ区分（ガイドライン、Mindsアブストラク

ト等）による絞り込み

疾患分類（脳神経、呼吸器、循環器等）による絞
り込み

疾患名による絞り込み

→ボトムコンテンツ目次へ

→ボトムコンテンツへ



Mindsトップページ



コンテンツ区分「トピックス」による絞り込み



疾患分類「がん」による絞り込み



疾患名「胃癌」による絞り込み



ボトムコンテンツ目次



ボトムコンテンツ



Mindsスタンダードの閲覧方法2
コンテンツ区分と疾患名の表による絞り込み

（掲載情報一覧）

→ボトムコンテンツ目次へ

→ボトムコンテンツへ

サイト内検索による絞り込み

→ボトムコンテンツ目次、ボトムコンテンツへ

→検索精度にやや問題あり（今後の検討課題）

・ソフトウェアが日本語処理に弱い

・似たようなコンテンツが非常に多い



Mindsトップページ



掲載情報一覧



検索実行後



Mindsプロフェッショナルの閲覧方法1
疾患名の選択（疾患単位でDB登録）

表から選ぶ（疾患名とコンテンツ区分の表）

図から選ぶ（人体図）

五十音から選ぶ



Mindsトップページ



表から選ぶ



図から選ぶ



五十音から選ぶ



コンテンツ区分の選択



コンテンツ絞り込み・表示画面



Mindsプロフェッショナルの閲覧方法2
参照の目次で絞り込み

→コンテンツ区分の選択

→ボトムコンテンツ

検索で絞り込み
AND OR検索、シソーラス展開

属性による絞り込み（Mindsアブストラクト）

Mindsキーワードによる検索、自然文検索

同じ検索式で他DBの検索

→検索精度にやや問題あり（今後の検討課題）

参照と検索を組み合わせての使用も可能



参照の目次で絞り込み



検索で絞り込み1



検索で絞り込み2



参照と検索の組み合わせ



Mindsの新機能

マイメニューへのページの登録

（Mindsスタンダード）

PDF形式データの出力

（Mindsプロフェッショナル内のMindsPLUS）
RSS（Rich Site Summary）配信

（お知らせ更新時）



マイメニューの使い方

Mindsユーザー登録後、ログイン

Mindsスタンダードのボトムページにて

「マイメニューに追加」ボタンをクリック

「マイメニュー」タブをクリックすることで一覧



ボトムページ



マイメニュー



該当ページ



マイメニューの使用事例

よく使うガイドラインの目次ページをマイメニュー
に登録

（マイメニュー登録の7割が目次ページ）



マイメニュー



目次ページ



PDF出力の使い方

Mindsユーザー登録後、ログイン

MindsプロフェッショナルのMindsPLUSボトム
ページにて「PDF出力一覧に追加」ボタンをクリッ

ク

「PDF一覧」ボタンをクリックすることで一覧

「印刷」をクリックすることでPDFファイルの表示

→印刷または保存



ボトムページ



PDF一覧



PDFファイル



よくある質問

ガイドラインをPDF出力したい

→PDF出力はMindsPLUSのみ使用可能

ガイドラインはPDF出力できない



Mindsユーザー登録のメリット

マイメニューへのページ登録

PDF形式によるデータの保存

検索履歴の保存（Mindsプロフェッショナル、50件ま

で）

メール配信（Mindsからのお知らせ、月2回程度）

双方向サービスの利用（Mindsプロフェッショナル、

医療提供者向け情報「診療質問」「ケースレポート」

一般向け情報「体験募集」）

自動ログイン（90日間ログイン状態の保持）



Mindsユーザー登録の方法

「MindsIDの取得はこちら」ボタンより登録

登録項目
MindsID、パスワード、メールアドレス、メール配信の希望

生年月、性別、ユーザータイプ（一般 or 医療関係者）

一般： 利用目的、仕事をしているか、お住まいの地域、

Mindsを何で知ったか

医療関係者：職種、勤務形態、診療科、診療形態、

臨床経験年数、勤務地、Mindsを何で知ったか



Mindsユーザー登録入口



Mindsユーザー登録画面（共通）



Mindsユーザー登録画面（一般）



Mindsユーザー登録画面（医療関係者）



Mindsユーザー登録者について
（2009年1月末）

n % n %

全体 40489

年齢 職種
～29歳 4833 12.0 医師 14517 44.8
30歳代 10645 26.4 歯科医師 498 1.5
40歳代 10894 27.0 看護師 2036 6.3
50歳代 8764 21.7 薬剤師 6672 20.6
60歳代 3634 9.0 その他医療関係者 7125 22.0
70歳～ 1529 3.8 介護関係者 73 0.2
合計 40299 学生 1462 4.5

合計 32383
性別
男性 24062 73.1 何で知ったか
女性 8858 26.9 検索エンジン 15148 46.0
合計 32920 雑誌・新聞 4237 12.9

テレビ・ラジオ 565 1.7
ユーザータイプ ポスター・チラシ 4314 13.1
一般 8106 20.0 知人・友人 8647 26.3
医療者 32383 80.0 合計 32911
合計 40489



Mindsの使い方



Mindsの使い方
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福井大学医学部眼科学 赤木好男

Ｍｉｎｄｓのコンテンツを役立てる方法

～Ｍｉｎｄｓアブストラクトの活用～



眼科疾患診療ガイドライン

2009年 アデノウイルス結膜炎院内感染対策

2007年 サルコイドーシスの診断基準と診断の手引き—2006
感染性角膜炎診療

2006年 アレルギー性結膜疾患診療
緑内障診療（第2版）

2004年 加齢黄斑変性症に対する光線力学的療法
エキシマレーザー屈折矯正手術

2005年 コンタクトレンズ診療

2008年 眼科ライブ手術について

2003年 ウイルス性結膜炎

2002年 緑内障診療

2001年 眼底血管造影実施基準

日本眼科学会誌



我が国における眼科疾患診療ガ
イドラインは、事故・院内感染防
止、倫理上の問題解決などを目
的として作成される事が多い。



2009年 アデノウイルス結膜炎院内感染対策

2007年 サルコイドーシスの診断基準と診断の手引き—2006
感染性角膜炎診療

2006年 アレルギー性結膜疾患診療
緑内障診療（第2版）

2004年 加齢黄斑変性症に対する光線力学的療法
エキシマレーザー屈折矯正手術

2005年 コンタクトレンズ診療

2008年 眼科ライブ手術について

2003年 ウイルス性結膜炎

2002年 緑内障診療

2001年 眼底血管造影実施基準

※2002年 白内障診療

眼科疾患診療ガイドライン

日本眼科学会誌



治療・手術をやったら、効いた。

診療ガイドラインの効用

Ex. 「自慢話」、ブルーベリーは目に良いなど

検査・治療・手術効果の客観的な判定
および危険性・合併症の発症率・予防



臨床現場でのガイドラインの必要性

医療側
EBMに基づいた標準的な診断・検査・治
療・予防方法などの確立

患者側
病気・病態の十分な理解
検査・治療の選択



American Academy of Ophthalmology (AAO)
Preferred Practice Patterns (PPPs) 

専門家とPPP委員が入手できる科学的根拠に基づいた
論文を精査した眼科日常臨床の指導書。個々の症例の
検討ではない。まとめや規準、勧告を知ることが出来る。
PDFにてダウンロード可能 ( http://one.aao.org/aao/index.cfm)

米国では、



1) 開放隅角緑内障

2) 屈折矯正手術

3) 眼瞼炎

4) 弱視

5) 特発性黄斑円孔

6) 原発閉塞隅角緑内障

7) 網膜剥離

8) 細菌性角膜炎

9) 糖尿病網膜症

10) ドライアイ

11) 結膜炎

12) 加齢黄斑変性

13) 原発開放隅角緑内障

15) 白内障

16) 内斜視・外斜視

Preferred Practice Patterns (PPPs) 





要旨

白内障診療に関する課題・疑問点を分析した。白内障関連の
英・和文献(1985〜2000年)をPubMed, Cochrane Library、医
学中央雑誌から検索した。収集文献をEBMの手法に準じて
適切文献を選択し評価した。文献のアブストラクトテーブルを
作成してデータベースとし、エビデンスの基とした。エビデンス
の質を文献毎に行い診療への貢献度、疑問点の解決への重
要性など総合的に判断して勧告の強さを判定した。勧告する
ことが不可能な課題や問題点の内容については説明するこ
とにとどめた。



対象文献数、1985年～2002年2月分まで

英文 3301件
和文 4924件





アブストラクトテーブル作成論文396件

1 白内障分類別治療指針、疫学から見た白内障分類
2 白内障危険因子の検索
3 視機能から見た白内障手術適応
4 白内障の手術療法
5 糖尿病白内障
6 薬物療法の適応
7 Evidence-based guideline作成に際して生じる問題
点の検討



勧告の強さは、

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
3 臨床的有効性
4 臨床上の適用性
5 害やコストに関するエビデンス

以上を総合的に判断し、全員で吟味し決めた。

A 行うよう強く勧められる
B 行うよう勧められる
C 行うか行わないか勧められるだけの根拠がない
D 行わないよう勧められる



例2 薬物療法、内服、国内認可薬物

勧告（ガイドライン）
a 初期老人性白内障に対し、チオプロニン、パロチン内
服薬の投与を考慮しても良いが、十分な科学的根拠あな
いため、十分なインフォームドコンセントを得た上で使用
することが望ましい（グレードC）。
b 漢方薬は、白内障に対する効果に科学的根拠がない
ので、一般的な使用は勧められない（グレードC）。

例1 糖尿病白内障、疫学

勧告（ガイドライン）
a 60歳以下では発症しやすい糖尿病白内障の防止に血
糖コントロールを十分行う必要がある（グレードB）。

内容の例



臨床現場では患者側に対し、

1 写真・図表、検査データによる病気の説明

3 全ての検査・治療方法の提示・説明

2 病気の今後の進行についての説明

4 検査・手術を含む治療法の合併症説明

→選択・同意



医療

医療側： EBMに基づいた検査・治療・手術な
どに関する最新で正しい専門情報を知る必要
性がある。

患者側： EBMに基づいた検査・治療・手術な
どに関する最新で正しい情報を、高い専門知
識がなくても理解できる必要性がある。



Ｍｉｎｄｓアブストラクトをどの様
に活用するか？

白内障

その様な目的で、









ガイドラインに沿った写
真・図表、検査データに
よる病気の説明







一般から見ると両者
の違いが分かりにく
い。内容の差別化・
整理・統合？













文献タイトル
雑誌名、巻、号、頁、発行年月日、著者名
クリニカルクエスチョンおよびこの論文におけ
る回答
研究デザイン、セッティング、対象者、介入
エンドポイント、統計解析、主な結果
結論
レビューワーコメント
Q. and Answer

内容





患者側情報

1 量も適切で分かり易い
2 どれだけ多くの人に読んでもらうか

１ 眼科医にとっては大変有用である
2 項目別分類・索引等が必要である
3 他科の医療関係者に分かり易くする
4 多情報の軽重をどう表現するか

医療側情報



眼科関連雑誌のインパクトファク
ター(IF)、Web of Science に収録
された特定のジャーナルの「平均
的な論文」の被引用回数

上位雑誌ほど掲載が困難で
ある。一般論として、データも
よりきめ細かくチェックされ、
信頼性も高い。



医療情報サービスMindsは、営利主義
とは無関係であり、医療関係者および
医療を受ける側の両者に対して偏りの
ない良質で有用な情報を提供している。
更に発展する事を期待する。

最後に、



一般向けコンテンツ
：ガイドライン解説

2009年2月21日
第6回Mindsセミナー京都

京都大学大学院医学研究科
社会健康医学系専攻健康情報学分野

中山健夫
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EBM
• Evidence-based medicine

• 根拠に基づく医療

• 「臨床家の勘や経験ではなく科
学的な根拠（エビデンス）を重視
して行う医療」

–・・・？
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Evidence-based Medicine
(Sackett et al. BMJ 1996)

• 個々の臨床専門知識・技術
– individual clinical expertise

• 系統的研究で外部から得られる 良の臨床的
根拠
– best available external clinical evidence

• 患者の価値観
– preference and value

・・・の統合。

• 根拠に基づく診療ガイドライン
– 「 良の臨床的根拠」としての期待
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診療ガイドライン

• 「特定の臨床状況において、適切な判

断を行なうため、臨床家と患者を支援

する目的で（assist practitioner and 

patient decisions）系統的に作成され

た文書」 (US Institute of Medicine, 1990）

目的は「支援」
Regulate, order, 
direct..ではない。

実践・臨床家。
Doctorsに限らない。

チーム医療を想定。

患者も診療ガイドラ
インのユーザー。

さらに家族、介護者
も・・
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英国の試み:診療ガイドライン作成・普及

• National Institute for Clinical Excellence (NICE)
• Scottish Intercollegiate Guidelines Network（SIGN）

– “Our objective is to improve the quality of health 
care for patients in Scotland by reducing variation in 
practice and outcome, through the development and 
dissemination of national clinical guidelines
containing recommendations for effective practice 
based on current evidence. “

– 「現在のエビデンスに基づく推奨を含む診療ガイドラインの

作成・普及により、診療とアウトカムのバラツキを減じ、患者

ケアの質を向上させる」
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「診療ガイドライン」の拘束力

• 指令（directive）は勧告・推奨

（recommendation）より強く、勧告・推奨は指

針（guideline）よりも強い。北米では指針と勧

告・推奨は同等。
（J. Last編 疫学辞典第3版）

・・・指令の上は規制（regulations）

• 一部では「ガイドラインは拘束力を持つ」ものと、

暗黙のうちに了解されている。

(Nakayama et al. Int J Quality Health Care 2003)



7

診療ガイドラインのカバー範囲

• Option・・・50％の患者

• Guideline・・・60～95％の患者

• Standard・・・95％以上の患者

– Eddy DM. JAMA 1990;263:22

日本語の「標準治療」の意味するもの。

がん領域の「ガイドライン」の内容の一部は「スタンダード」。
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米国 Agency for Health Care Policy 
and Research（1994年）

• Ａ： 行うよう強く勧められる

• Ｂ： 行うよう勧められる

• Ｃ： 行うよう勧めるだけの根拠が明確でない

• Ｄ： 行わないよう勧められる

・・・ Cを巡るコミュニケーショントラブルが多い。
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推奨度の分類
（CDC予防医学サービス新タスクフォース 2001-3 ）

• Ａ 行うよう強く勧められる

• Ｂ 行うよう勧められる

• Ｃ 行うよう勧めるだけの根拠が明確でない
（効果と害が拮抗しており、一般的な結論を出
すことが困難）

• Ｄ 行わないよう勧められる

• I 根拠が不十分であり、推奨度が決められな
い
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脳卒中合同ガイドライン委員会（2001年）

• A： 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）

• B： 行うよう勧められる（少なくとも1つのレベ

ルⅡの結果）

• C1： 行うことを考慮してもよいが,  十分な科

学的根拠はない

• C2： 科学的根拠がないので, 勧められない

• D： 行わないよう勧められる
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Grade A

Grade B

Grade C1

Grade C2

Grade D

脳出血

急性期治療

Ｇｒａｄｅ Ａ ０

推奨度の分布（脳卒中ガイドライン）

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

臨床現場の疑問に対して、高いレベルのエビデンスは
乏しいことが多い。
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エビデンスが明確でない場合の意思決定
の基準（カナダ・タスクフォース）

• 意思決定における患者自身の参加を促す

• 害を 小化する

• 強い必要性が明らかな場合に関してのみ、大き
な変化を主張する

• 不要な「ラベリング」を避ける

• 益の不確かな高価な手技を避ける

• 疾病負担が大きい状況に焦点を当てる

• ハイリスクグループの特別のニーズに配慮する
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The purpose is to provide a framework for assessing the quality 
of clinical practice guidelines.
Their purpose is ‘to make explicit recommendations with a 
definite intent to influence what clinicians do’

Appraisal of Guidelines Research & Evaluation (AGREE)
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患者の視点の反映：ガイドライン作成時

• 診療ガイドライン評価：AGREE Projectによる6領域24項目。

• 「５．患者の視点や選好は考慮された」
– 診療ガイドライン開発にあたって、患者の経験と期待

に関する情報を知っておかねばならない。

– 患者の視点を知っておくことを確実にする方法の例：

– 開発グループに患者の代表を含める

– 患者のインタビューから情報を得る

– 開発グループが患者の経験に関する文献をレビュー
する

– ・・・など
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なぜ「患者参加」か?
UK National Institute for Clinical Excellence (NICE)

患者は次の事柄に関する” expert knowledge” を持つ。

• 病気と共に生き、対処していくこと

• 患者が重要と考えるアウトカム

• 治療の利益と害に関する認知（患者自身はどう感じて

いるか）

• 治療やケアの受容性

• 治療の選択肢に対する患者の嗜好

• 患者の情報や支援のニーズ

Director of PIU at NICE, Dr. Marcia Kelson
2004年度 厚生労働科学・EBM診療ガイドライン基盤整備班 招聘
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「患者参加」の二つの意味

• 第1段階・・・患者の視点を医療者へ

• 第2段階・・・医療の現実を患者（社会）へ

– 医療の限界・不確実性の共有

– 医療のできること、できないこと

– 何に（限られた）費用をかけるべきか

– 適切な医療の提供・受療（セルフケア）行動

– 患者安全、訴訟問題

– マスメディアの役割・・・

• 双方向であること

• → 共に問題に向き合う関係の構築
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患者と医療者の傍らに－

• 診療ガイドライン

– 一般論として質の高い情報

– より良い医療を提供していくのに役立つ
「素材」

• 現実の患者さんを「診療ガイドライン」に当ては
めるのは本末転倒

• 患者さんと医療者が、より良い解決策を探っていこうと
する時、その手引きとして「傍らにある」もの
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医療者の手から「社会」へ・・・

• 社会への情報流通の急加速。

• 短絡的な医療の質評価、訴訟における乱用の
危険・・・。

• 「診療ガイドライン」の適切な利用法、位置づけ
は医療の中で、そして社会で共有されていない。

• 診療ガイドライン作成からその位置付けは、
医療界にとどまらない”Social Consensus 
Development （社会的合意形成）” の問題。
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診療ガイドラインの法的問題
• Hurwitz B. Legal and political considerations of 

clinical practice guidelines. BMJ. 1999;318:661-4. 
• ・・・ガイドラインが存在するという理由だけで、いかな

る状況においてもガイドラインに準拠することが妥当
であり、準拠しないことが医療過誤であるということに
はならない。

• 盲目的に診療ガイドラインに準拠することによって医
療改善を図ることはできない。

• エビデンスとの関連性がいかに明確な診療ガイドライ
ンでも、慎重な解釈、自己判断を踏まえた上での適
用が必要。

• ・・・Soft law としてのガイドライン
– “Comply or explain ” principle.
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診療ガイドラインの役割

• 医療者と患者（＋家族、介護者）の情報共
有・コミュニケーションの基点

– 「対話の結節点」 稲葉一人（科学文明研究
所・元大阪地裁判事）

– 医療者にとって アカウンタビリティ、プロフェッ

ショナリズムの足場

• 「情報の非対称性」から
“Shared Decision Making”へ



“shared decision making”
：ガイドラインを使う時

• 協働的意志決定

• 「共有決定」
• ・・・ 何を共有するのか？

• 情報

• 責任

• コミュニケーション
– 双方向 (interactive)
– プロセス (dynamic)23
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“shared decision making”
：論文数の推移



“shared decision making”の課題1
• 年齢や教育レベルによってはパターナリズムが望ま

れる。
〔Quality in Health Care 2001;10(Suppl I):i34–i38〕

• 選択肢が他にない治療ではインフォームドコンセント
の方が迅速で患者も混乱しない。
〔Ann Intern Med. 2003;140:54-59.〕

• 全て患者の意向を汲み取って治療方針を決定するこ
とは、限りある医療資源（人員、財源、時間）で対応し
きれない。個別の判断の多様性が過大になれば、医
療制度の方針決定が困難になる。
〔Lancet 1997;349: 1306 〕

25



“shared decision making”の課題2
• 患者が適切な判断が可能な状態か、医療者の評価

が必要。

• すべての患者のすべての希望を優先することはでき
ない・してはいけない。

– 精神科疾患

– 自殺希望

• どのような場合にパターナリズム、simple consent, 
informed consent , shared decision makingが適切

か、見極めていくのが、これからの臨床家の専門性
（expertise & professionalism)。

26
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A領域：高いリスク、高い確実性
同意の型：インフォームド・コンセント
共有決定：無
交互作用：中間。適切に情報を提供された
上での決定（informed decision）に十分であ
る程度。
例：腹部銃創に対する腹腔手術

B領域：高いリスク、低い確実性
同意の型：インフォームド・コンセント
共有決定：有
交互作用：患者の価値観、選好、希望や恐れ
についての十分な話し合いを含む。
例：早期乳がんに対する拡大乳房切除術か乳
房温存術＋放射線治療

C領域：低いリスク、高い確実性
同意の型：シンプル・コンセント
共有決定：無
交互作用： 小限か無し
例：低カリウム血症の患者における利尿薬
の減量

D領域：低いリスク、低い確実性
同意の型：シンプル・コンセント
共有決定：有
交互作用：中間
例：高脂血症に対する生活習慣の変容と薬物
療法

決定の次元：4タイプの医学的決定におけるシンプル・コ
ンセント、インフォームド・コンセント、共有決定の役割

Whitney SN, et al.  A typology of shared decision making, informed 
consent, and simple consent.  Ann Intern Med. 2004;140(1):54-9.

高い確実性（ 良の選択肢が一つ）確実性 不確実（２つ以上の代替案あり）

高
い

リ
ス
ク

低
い



「共に問題に向き合う」関係
に向けて

• 病気を持つ患者さんやそのご家族、支援者される
方々を応援し、力づけること。

• そうすることで、医療者自身が社会から信頼と敬意
を受け、力づけられること。

• そのようなコミュニケーションの拠り所とできるもの。

• 血の通った情報源としての「新しいガイドライン」づく
り。

• 社会における「医療再生」への取り組み。
28



Minds 一般向けコンテンツの種類

ガイドライン解説

診療ガイドラインの

推奨文内にある

医学用語を解説

疾患解説

病気についての

やさしい解説



現在の掲載状況

ガイドライン解説
（6）

喘息、潰瘍性大腸炎、
肝癌、褥瘡、
小児急性中耳炎、
周産期ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ・
ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ

疾患解説

（1）

白内障









ガイドライン解説とは？
• 背景

– 「診療ガイドラインの内容を知りたい」という一般の方からの
要望。

– 医師向けの診療ガイドラインは専門的な内容のため、一般
の方にとっては、難解で利用しづらい。

• 目的
– 一般の方が医師向け診療ガイドラインを利用する機会を提

供し、エビデンスに基づいた有用な診療情報を正しく理解す
るための手助けになるものを作成。

• 利用対象
– 患者、家族を主体とした一般国民
– 医師以外の医療従事者（看護師、薬剤師、理学療法士等）
– 一般臨床医（プライマリーケア医、非専門医）等



ガイドライン解説とは？

診療ガイドラインの推奨文中にでてくる
医学用語を解説

診療ガイドライン作成グループから患者
さんへのメッセージを掲載











質問文

推奨文

患者さん
へのメッ
セージ

用語
解説

潰瘍性大腸炎は大腸の粘膜がただれて下痢、出血や腹痛をきたす
原因不明の病気です。病気の始まりは若い時に多く・・・



Mindsプロフェッショナル

1.医学用語ヘルプ（医学用語一覧）

2. 診療ガイドラインとのリンク

3.印刷可能
（スタンダードでも可能だが、さらに利便性高い）





付加機能～医学用語ヘルプ（医学用語一覧）









Mindsへの期待

• 情報共有、コミュニケーションの基点

• 社会における医療・健康情報の基
盤［インフラストラクチャー]

・ 社会からの応援を得て、Mindsが

発展することを期待しています。
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