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Minds 事業報告：14年の活動の総括

Mindsフォーラム2016 2016年1月16日(土)

吉田 雅博

公益財団法人 日本医療機能評価機構 EBM医療情報部部長 /Mindsガイドラインセンター

国際医療福祉大学臨床医学研究センター教授



内容

１．EBM普及推進事業 Mindsの目的
２．EBM普及推進事業 Mindsの事業内容
（1）診療ガイドライン作成支援
（2-1）診療ガイドライン・医学情報等の評価/

EBMデータベースの構築
（2-2）診療ガイドライン普及
（3）診療ガイドライン活用促進
（4）評価
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公益財団法人 日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 2245病院（2015年12月10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）
医療関係者、患者双方の治療法選択のための情報提供の推進
ガイドラインセンターとして、質の高い診療ガイドラインや医学情報を掲載

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。
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EBM普及推進事業 Minds
2002～2010 厚生労働科学研究費補助金
2011～ 厚生労働省委託事業

ユーザー登録数約 5.7万 人(2015年6月時点)

約 40万ページビュー／月



Japan Council for Quality Health Care

補助金事業： 2002～2010

厚労省研究費によって作成された26疾
患の診療ガイドラインをホームページ
で公開

学会等の自主的な活動で作成された診
療ガイドラインに拡大
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Japan Council for Quality Health Care

Mindsウェブサイト 2004



Japan Council for Quality Health Care

2007



Japan Council for Quality Health Care 2008
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現在のMindsウェブサイト

http://minds.jcqhc.or.jp



１．EBM普及推進事業 Mindsの目的
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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

臨床医療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

診療の質の向上



２．EBM普及推進事業 Mindsの事業内容
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EBM普及推進事業（2011～）の取り組み

2012～ 2011～ 2013～ 2014～

作成支援 評価選定・
普及

活用促進 評価

 診療ガイドライン
作成方法の開発・
提案

 診療ガイドライン
作成支援の充実

 診療ガイドライン
の網羅的検索と
評価選定

 作成方法の観点
から質の高い診
療ガイドラインの
公開

 診療ガイドライン
の活用状況調査

 携帯端末用提供
システムの開発

 活用促進の具体
的方法の検討と
普及

 クオリティーイン
ディケータ(QI)に
よる診療ガイドラ
イン活用状況の
評価

 診療ガイドライン
によるQI開発法
の提案
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（1）診療ガイドライン作成支援
世界の最新の診療ガイドライン作成方法を提案し、作成支援
ツール等を提供して、学会等の作成団体を支援しています。

1 Minds開催イベント
診療ガイドライン作成ワークショップ
診療ガイドライン作成グループ意見交換会
Mindsフォーラム・セミナー

2 Mindsホームページでの情報掲載・編集システム
Minds診療ガイドライン作成マニュアル
オンライン編集システム（GUIDE）

3 評価、講演等のご支援
診療ガイドライン評価のフィードバック
作成に関するアドバイス提供、専門家紹介

4 作成者向けのメールサービスを近日中に開始
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診療ガイドライン作成ワークショップ

マニュアルの方法を実習形式で学べる
「診療ガイドライン作成ワークショップ」
（2014/05～）
•基礎コース
•SRコース（SR; Systematic Review）
•4回／1年、定員60名、1日コース

•基礎コースプログラム
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講義1 ワークショップの概要と診療ガイドライン作成の全体像
講義2 スコープ作成
グループ実習1 クリニカルクエスチョン設定
講義3 エビデンスの評価と統合
グループ実習2 エビデンスの評価と統合
講義4 推奨診療の提示と推奨の強さの決定
グループ実習3 エビデンスから推奨の決定

質疑応答



2015年度 診療ガイドライン作成ワークショップ
開催スケジュール
（場所：日本医療機能評価機構 9階ホール）
診療ガイドライン作成ワークショップ（第9回）「基礎コース」

日時：2015年6月14日（日） 10:00～17:00
診療ガイドライン作成ワークショップ（第10回）「SRコース」

日時：2015年8月15日（土） 10:00～17:00
診療ガイドライン作成ワークショップ（第11回）「基礎コース」

日時：2015年11月21日（土） 10:00～17:00
診療ガイドライン作成ワークショップ（第12回）「SRコース」

日時：2016年2月6日（土） 10:00～17:00
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診療ガイドライン作成マニュアル
国際的動向、日本の実情を反映させた
『Minds診療ガイドライン作成マニュアル』
（2014/03～）

•普及版/英語版の作成
•他の作成支援の基盤となる
•作成方法論の観点から
診療ガイドライン作成を支援

普及版
診療ガイドライン作成の手引き2014
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http://minds4.jcqhc.or.jp/minds/guideline/manual.html



『診療ガイドライン作成マニュアル』
特別寄稿

1. 推奨作成における医療制度・経済的視点の考慮
（2015.12.1掲載）

2. ガイドラインと医療訴訟について
―弁護士による211の裁判例の法的解析― （2015.12.1掲載）

3. 診療ガイドライン作成のためのシステマティックレビューの
文献検索戦略 （2015.12.1掲載）

4. 推奨作成における既存のシステマティックレビューの活用
（2015.12.15掲載）

5. 診断に関する診療ガイドライン（CPG）の作成 （2015.12.15掲載）
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オンライン ガイドライン作成・編集システム

Web上でマニュアルの方法で診療ガイド
ラインを作成・編集できる
「Minds GUIDEシステム」（2014/06～）

作成方法の普及、環境の整備
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http://minds.jcqhc.or.jp/guide/pages/GuideTopHome.aspx



ガイドライン作成マニュアル等の位置づけ

• マニュアル
– Mindsが提案する作成方法の詳細な説明
– テンプレートの使用方法、使用例を提示
– 内容を随時、追加・改訂してゆく予定

• 手引き2014
– マニュアルの要約版。書籍でも刊行
– 治療 & de novo 作成に限定

• GUIDE
– マニュアルと連動した支援システム
– テンプレートをWord/Excelで提供
– テンプレートをアップロードして

ガイドライン原稿を作成できる
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診療ガイドライン評価のフィードバック

１．診療ガイドライン評価に先立ち、対象ガイドラインが最新かに
ついてと、評価フィードバックをご希望されるかについてお伺いし
ております。

２．評価のフィードバックをお伺いするのは、ガイドライン作成代表
者に対してのみです。

（作成代表者から、随時、申請いただくこともできます。）

３．評価のフィードバックは、希望されたガイドライン作成代表者に
のみ、郵送で送付いたします。

ぜひ、診療ガイドラインの改訂等にお役立てください。
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作成者向けのメールサービスを開始予定
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ぜひ、ご利用ください



（2-1）診療ガイドライン・医学情報等の評価
EBMデータベースの構築

EBMデータベースに収載する診療ガイドライン、関連情報の評価・
選定を実施し、その結果をもとに、EBMデータベースを構築して
います。

① 診療ガイドラインの網羅的検索および評価選定
② 診療ガイドラインの掲載（基本書誌情報・本文）
③ 診療ガイドライン英語版の掲載
④ 一般向け診療ガイドライン解説の掲載
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診療ガイドライン評価・選定・掲載手順
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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数
（2015年12月末時点）
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年度 評価数 選定数 サマリー
掲載数

本文掲載数 英語版
掲載数

2011年度 68 44 44 7 4
2012年度 123 51 51 40 15
2013年度 88 42 42 51 3
2014年度 76 29 29 29 8
2015年度 76 44 36 13 1

合計 431 210 202 140 31



（2-2）診療ガイドライン普及

診療ガイドラインの掲載
疾患・テーマに関する解説の作成
Mindsフォーラム、広報
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診療ガイドライン掲載
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① カテゴリ、テーマから検索
② 書誌情報公開 196件
③ 本文掲載 152件

• HTML 38件
• PDF 63件
• LINK 51件

①

②

③

（2015/12/9現在）



医療利用者（患者・家族・支援者、他）向け情報
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① 学会版ガイドライン解説 33件
ガイドライン作成主体が作成した解説

② Minds版ガイドライン解説 18件
推奨の用語解説と作成主体のコメント

③ Minds版やさしい解説 45件
図・表を多用した疾患・テーマの解説

① ② ③

（2015/12/9 現在）



診療ガイドライン普及啓発活動
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 診療ガイドラインの普及のために
医療利用者・医療者を対象にした
Mindsフォーラムを開催（1回／年）

 リーフレット・ポスターの配布、
雑誌記事・広告の掲載、など



（3）診療ガイドライン活用促進

モバイル端末対応
活用状況の調査
医療利用者のニーズ調査
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携帯端末用システム（Mindsモバイル）の開発
Minds、診療ガイドラインの更なる活用を目指す
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タブレット、スマートフォン対応（1）
Mindsウェブサイトのガイドラインも見やすく調整－現在145ガイドライン－



Mindsモバイル
タブレット、スマートフォン対応（2）
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ガイドライン横断的にCQ-推奨（CQサマリ）を検索可能
－現在10ガイドライン－

•現在、急ピッチで、掲載作業中
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ぜひ、ご利用ください



（4）評価
作成された診療ガイドラインは、
臨床現場において、どれほど役に立っているのか？
その推奨は、どれほど活用されているのか？

→ 評価する仕組みが必要

有効な手段として、
診療ガイドライン作成時に、診療ガイドラインに基づいた
QI（臨床の質指標）を作成し、QIに基づく臨床の評価を行う

↓
１. ガイドラインの普及活用度を経時的にモニタリングできる

ガイドライン推奨する治療が、出版前後で増えているか？
２. 各施設各医療者における経年変化による自己評価が可能

死亡率、手術成績、入院期間、感染対策、 ・・・・・・・・・
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Minds-QIP事業

臨床現場において、診療ガイドラインの活用とその有効性に
ついての検討するプロジェクト「Minds QIP」を開始（2014/4～）

•診療ガイドラインに基づいたQI（臨床の質指標）の作成
•QIに基づく臨床の評価

診療ガイドラインに基づいた臨床の評価
臨床の評価の結果を診療ガイドライン作成へ
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http://minds.jcqhc.or.jp/n/
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Minds ガイドラインセンター
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