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本日の内容

1．EBM普及推進事業 （Minds）の概要
2．診療ガイドライン評価選定
3．診療ガイドライン作成支援
4．診療ガイドライン活用促進
5．患者・市民支援
6．今後の課題と展望



1．EBM普及推進事業 （Minds）の概要



公益財団法人日本医療機能評価機構の事業

１）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る。現在認定数 2166病院（令和2年1月6日現在）

２）認定病院患者安全推進事業（平成15年より）
日本医療機能評価機構の認定証を取得した認定病院の有志が主体となり、
患者安全の推進を目的として「認定病院患者安全推進協議会」が組織化された。

３） 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。

４）ＥＢＭ医療情報事業【Minds】（平成14年度よりシステム開発、平成16年一般公開）
患者、医療者双方の治療法選択のための情報提供の推進
Mindsガイドラインライブラリにて質の高い診療ガイドラインや関連医療情報を掲載

５）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収集解析、広報、
および医療安全情報を発信している。

６）薬局ヒヤリハット事例収集・分析事業（平成21年度より）
全ての薬局を対象とし、医療安全対策の一層の推進を図ることを目的として、
薬局におけるヒヤリ・ハット事例の収集、分析を行っている。



EBM普及推進事業（Minds）の経緯
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EBM普及推進事業 （Minds）の目的

 質が高く信頼できる診療ガイドラインの作成支援

 医療現場での診療ガイドラインの普及・活用促進

➾患者と医療者の意思決定を支援し、診療の質の向上

を図る



EBM普及推進事業（Minds）の主要構成要素

• ・

• ・診療ガイドラインへ

の患者参加促進

• 患者市民への情報提供

• 医療現場での診療
ガイドライン活用を
推進

• 誰もが無料で質の高
い診療ガイドラインを
閲覧できる環境整備

• 質の高い診療ガイ
ドライン作成を支援

作成
支援

評価
選定

患者
市民

活用
促進



Mindsガイドラインライブラリ

https://minds.jcqhc.or.jp/

https://minds.jcqhc.or.jp/


Mindsガイドラインライブラリ

 網羅的検索・系統的評価による診療ガイドライン選定

 選定後の速やかな書誌情報掲載

 作成者からの掲載許諾後に本文掲載

 診療ガイドラインおよび一般向け解説の掲載

 診療ガイドライン作成者向けページ

 診療ガイドライン利用者向けページ

 患者・市民向けページ



診療ガイドライン掲載状況
（2020年2月7日現在）

・最新版診療ガイドライン
328件

・本文掲載診療ガイドライン
263件



一般向け解説掲載状況
（2020年2月7日現在）

・最新版一般向け解説
83件



Mindsガイドラインライブラリ



Mindsガイドラインライブラリ



2. 診療ガイドライン評価選定



2．診療ガイドライン評価選定

【目的】
評価選定作業を通してEBMの手法に基づいた診療ガイドライン
の掲載を進め、質の高い医療情報を提供できる診療ガイドライ
ンデータベースを構築する

【実施事項】
① 診療ガイドライン検索・収集
② 診療ガイドラインの評価・選定
③ ガイドライン評価結果のフィードバック
④ 公開前評価
⑤ 掲載候補ガイドラインの本文掲載交渉と本文掲載
⑥ ガイドライン関連情報の掲載



診療ガイドライン評価・選定・掲載手順

1
• 診療ガイドライン検索
• 日本で作成・公開された診療ガイドラインを対象に主要データベースを用いて検索

2
• 1次スクリーニング
• 題名により、診療ガイドラインでなないと判断できるもの、翻訳版、発行後5年経過したものを除外

3
• 2次スクリーニング
• 本文により、診療ガイドラインではないと判断できるもの、個人が作成したもの等を除外

4
• 診療ガイドライン評価
• 診療ガイドライン評価専門部会にて、国際的ガイドライン評価ツールAGREEⅡを用いて評価

5
• 診療ガイドライン選定
• 診療ガイドライン選定部会にて、AGREEⅡ評価結果をもとにMindsサイトへの掲載ガイドラインを選定

6
• 書誌情報公開
• 選定された診療ガイドラインの基本書誌情報をMindsサイトに公開

7
• 診療ガイドライン掲載
• 作成者および出版社の許諾が得られた診療ガイドラインの本文をMindsサイトに掲載



診療ガイドライン評価選定方法

 2次スクリーニング基準：以下に該当するものを除外する

(1) 個人が作成したもの（公的機関もしくは学術団体が発行元ではない）

(2) 最新版ではないもの

(3) 記載内容により診療関連ガイドラインではないと判断できるもの

(4) 推奨文の記載が認められないもの

(5) 文献検索方法に関する記載またはその参照先に関する記載がないもの

(6) 推奨作成方法に関する記載またはその参照先に関する記載がないもの

(7) 利益相反に関する記載またはその参照先に関する記載がないもの



3. 診療ガイドライン作成支援



3．診療ガイドライン作成支援

【目的】
診療ガイドライン作成組織に対する様々な支援を通して、
質の高い診療ガイドラインが作成されるようにすること

【実施事項】
① 診療ガイドライン作成方法の開発・提供
② 診療ガイドライン作成相談総合窓口の運用
③ 診療ガイドラインレジストリの運用
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診療ガイドライン作成支援の重点課題

 Minds Tokyo GRADE Center の設立

 診療ガイドライン作成マニュアルの全章改訂



Minds Tokyo GRADE Center 設立記念講演会

◇日時： 2019年11月29日（金）10：00～12：0
◇会場： 大手町サンスカイルーム

〔東京都千代田区大手町2丁目6番1号 朝日生命大手町ビル24階〕

◇定員： 200名（先着順）

◇参加費： 無料

◇言語： 日本語、英語（一部通訳あり）

◇プログラム

10:00～10:15 開会の挨拶

10:15～10:35 「Minds Tokyo GRADE Center 設立趣旨とMindsの活動」

演者： 福岡 敏雄（日本医療機能評価機構執行理事）

10:35～10:55 「Mindsの診療ガイドライン作成支援」

演者： 森實 敏夫（日本医療機能評価機構客員研究主幹）

10:55～11:55 「診療ガイドラインの作成・普及・活用・評価に関する最新の取り組みについて（仮題）」

演者： Prof. Holger Schünemann（Director, Cochrane 
Canada and McMaster GRADE Center ）

11:55～12:00 閉会の挨拶
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第1回 Minds Tokyo GRADE Center ワークショップ

◇日時： 2019年11月30日（土）10：30 ～ 15：00
◇会場： 日本医療機能評価機構 9階ホール〔東京都千代田区神田三崎町1丁目4番17号〕

◇定員： 60名（先着順）

◇対象： 診療ガイドライン作成グループのメンバーとして診療ガイドライン作成を行う方（予定がある方を
含む）

◇参加費： 無料

◇言語： 日本語、英語（一部通訳あり）

◇プログラム

10:30～10:40 Introductions
10:40～11:00 Plenary: Review of the GRADE approach and guidelines
11:00～11:40 Plenary: Criteria to make decisions/recommendations
11:40～12:30 Mock guideline panel: using the EtD
12:30～13:30 Lunch Break
13:30～13:50 Plenary: Making recommendations
13:50～14:20 Small groups: Make the recommendation
14:20～14:50 Discussion
14:50～15:00 Closing 22





4. 診療ガイドライン活用促進



4．診療ガイドライン活用促進

【目的】
医療の質向上に向けた診療ガイドラインの効果を明らかにし、

診療ガイドラインの活用を促進する

【実施事項】
① 診療ガイドラインの医療現場への普及・活用方法を検討
② 診療ガイドライン活用の促進
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診療ガイドライン活用促進の重点課題

 有効性評価検討会を実施し、新規に好事例を収集

⇒好事例をMindsサイトへ掲載する作業を進行中

 ICT検討会の編成

⇒診療ガイドラインの医療現場での普及と活用に向けた
施策の検討



5．患者・市民支援



5. 患者・市民支援

【目的】

患者・市民の価値観や希望が診療ガイドライン に反映されること。

患者・市民の中で診療ガイドラインの認知が広まり、活用が進むこと。

【実施事項】

➀患者・市民参加

患者・市民が診療ガイドライン作成過程に参加するための手法

の開発と参加の促進。

②一般向け情報提供

患者・市民にとって有用な診療ガイドライン関連情報の提供。



患者・市民支援の重点課題

 診療ガイドライン作成参加ワークショップの開発
⇒第1回患者・市民参加ワークショップの開催（2019年9月30日）

診療ガイドラインへの患者・市民参加の啓発資料



6. 今後の課題と展望



今後の課題と展望

効率的な診療ガイドライン作成・掲載

診療ガイドライン作成への患者・市民参加の促進

診療ガイドラインに基づく一般向け情報提供

診療ガイドラインにおけるICT活用

➾診療ガイドラインの医療現場での普及・活用促進



https://minds.jcqhc.or.jp/
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