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本日のアウトライン

１.医師による診療ガイドライン利用に係る
情報検索環境等の実態調査

２. ＣＱ ミニマムデータセットの開発
（診療ＧＬ横断的な検索ツール）

３.コモンディジーズ･エビデンスセット(仮称)

４.その他（推奨の普及状況等）

５. まとめ・今後の展望
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エビデンスに基づく医療

は

医療の質の要である



4

インターネット＆モバイル時代、
エビデンスを実践するにあたり、

診療現場のIT環境は、きわめて重要

* 病院内外wireless LAN

* 医学・医療のエビデンスデータベース

タイムリーに最新の診療情報（診療ガイドライン、CQと

推奨、大規模臨床試験結果等）を入手できることが、
提供する医療の質を維持・向上しうるのではないか
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１.医師による診療ガイドライン、
医療の質指標の活用状況
および情報検索環境の
実態調査（調査報告）
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電子情報を好んで使用
する傾向あり

2015年実施
調査結果より

複数回答可(n=585)

電子
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研修医対象調査 結果概要

➢ インターネットへのアクセスを含む院内IT環境は病院に
よりばらつきが多かった。

➢ 若い世代は電子情報を好んで使用する傾向あり。

➢ 病棟、外来での使用割合が少なく、情報検索が必要な
場所で十分使用できていない可能性が示唆された。

➢ 十分な教育を受ける機会が少なく、診療ガイドラインに
関連する必要な情報を入手する困難さを感じていた。

➢ 医療の質指標(QI)の認知状況は低かった

http://minds4.jcqhc.or.jp/implementation/qip/pdf/report_h26-27.pdf

「診療ガイドラインと医療の質指標の活用実態についての調査・研究
―診療ガイドライン活用促進に向けて― 報告書 」より
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➢ 診療に必要なEBM関連情報を収集するための
無線LAN整備等のIT環境(ハード面)は、病院によ
りばらつきが大きく、EBMや診療ガイドライン活用
の阻害要因となっている可能性がある。

➢ クリニカルクエスチョンへの回答を得るのにふさ
わしいデータベースも、デジタル時代の診療ガイ
ドライン活用のためにはきわめて重要だが、まだ
十分整備されていない。

研修医と病院の調査から
示唆された課題

→ ベテラン医師の調査へ



情報検索を行う電子機器

（n=75）
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満足できる情報検索環境への意見①

➢どこでも小型タブレット又はノートＰＣでインターネットに
接続できる環境

➢無線ＬＡＮが利用できること。
➢病棟で外部インターネットに接続できない。
➢海外の病院のようにｗｉｆｉを充実してほしいと思う。

➢病棟外来では病院が準備したｗｉｆｉを利用できない。自
分でルーターを運んでいるが、十分電波が届かないこ
とがある。

➢院内モバイル環境が必要。ベッドサイドにて展開可能な
もの。

＜Wifiの整備＞

13



満足できる情報検索環境への意見②

＜無料/公開性＞

➢無料で閲覧できる

➢Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ ｐａｐｅｒのｆｕｌｌ ｄｏｗｎ ｌｏａｄをもっと
自由に無料で行いたい

➢学会員以外にも公開している

＜その他＞

➢情報が多すぎる
➢最新情報が少ない
➢検索環境の整備、ノートパソコン、タブレットの配布

➢各診療ブースすべてにインターネット接続したパソコ
ンの整備
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診療ガイドラインを使いやすくなるために①

＜見易さ/検索しやすさ＞

➢どのようなガイドラインがあるか一目でわかる
➢簡潔に！（１０行以内にまとめよ、１０行ルール）
➢キーワードを複数入力することでヒントがみえる

➢最新のガイドラインが薬剤、処置、手術、傷病名
などと連動した形で参照、検索出来るように

➢新しい推奨が出た場合、ｐｕｓｈで通知されるシス
テム
➢アクセススピード、簡便な手順
➢患者さんに見やすいこと。
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＜概要等の提示＞

＜一般向け普及・解説＞

➢一般の人に「診療ガイドライン」という言葉の普及

➢診療ガイドラインを作成する時に、患者が理解しや
すいような、患者向けの資料を必ず作成願いたい

➢特にメジャーな疾患については、エッセンス情報（概要
版）が必要

➢専門外の日常診療における簡便な診断と治療のアルゴ
リズムがあると良い

➢専門性の高い領域では、他診療領域の医療者や一般
市民も利用できるＣＱ項目を加える

➢国外のガイドライン紹介
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診療ガイドラインを使いやすくなるために②



考察

 年代や診療環境により、診療ガイドライ
ンなどを活用しやすいITインフラや状況・

場面が異なり、そのニーズや満足度も
異なることが明らかとなった。

 診療ガイドラインの活用を促進するため
には、ユーザーのニーズを十分に見極
めて、IT環境や診療ガイドラインの整備
をする必要がある。
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病院の情報環境評価ツール

(チェックリスト）：調査をもとに開発(暫定版)



病院情報環境チェックリスト→
IT環境スコア

81病院
平均5.1±2.1点
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周術期予防的抗菌薬投与

診療ガイドライン遵守率と
ＩＴ環境スコア

・ＱＩＰ提出のDPCデータと調査票データを突合して解析

・周術期： 頭蓋内血腫除去、胃切除、胆嚢摘出、人工股
関節置換、乳房切除、甲状腺手術、前立腺がん、子宮筋
腫、子宮がん、卵巣嚢腫、卵巣がんを含む.
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3項目：①英語有料DB(UpToDate,Clinical Key, Ovid,etc) ＆
②無線LAN提供 ＆
③図書室HP活用等

IT環境の重要３項目有無とQIの関連

６４.２
８４.７

平均
64.2±30.7点

vs 84.7±9.9点
p<0.01



今後の展望

インターネット& モバイル時代に

EBM を普及させ、医療の質を改善するためには、

医学・医療のエビデンスにアクセスするためのIT 環境 (病
院内外Wifi,医学・医療のエビデンスデータベース等)が

• ユーザー医師の年代、勤務環境等のニーズを踏まえ、

• もっと注目され,

• もっと充実するよう工夫され, 

かつ

医療機関レベルで、全体を把握して設計されることが理想
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2. CQ(クリニカル・クエスチョン) 

ミニマムデータセットの開発
（診療ガイドライン横断的なCQ検索ツール）
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趣旨
【目的】
日本医療機能評価機構EBM普及推進事業（診療ガイドライン活用促進部
会およびMinds-QIPプロジェクト）を通じて、診療ガイドラインクリアリングハウ

スの一環として、各学会など各種診療ガイドライン作成主体の協力を得て、
最新の情報整備による日常診療での診療ガイドラインのさらなる活用、普
及を目指し、誰もが容易に利用できる情報共通基盤を構築する。

【ビジョン】
約3-5年後に、Clinical Question (CQ)単位で入手できる限りの各種疾患・診
療ガイドラインについて、網羅的に掲載されたCQミニマムデータセットを整
備する。CQミニマムデータセットは常に最新の改訂版・情報が瞬時に検索で

きるシステムとなり、診療ガイドライン利用者一般（医師・医療スタッフ・患
者・診療ガイドライン作成者等）がさらに詳細な情報を得るための必要な道
標を短時間で得ることができるようになる。

対象項目はCQ、推奨(ステートメント)、推奨の強さ、作成主体、書誌情報です。

(注)CQ ミニマムデータセットに記載されている簡易情報それ自体は、個別の患者-医師関係に即座に適用できるものではないこと
に留意されたい。診療ガイドラインに誘導することを主眼とする。
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ワクチン

（試行版）

66冊7104CQ
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該当するガイドラインへリンク
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該当するガイドラインへリンク
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3. コモンディジーズエビデンスセット

一般診療向けの、ＣＰＧ横断的な

推奨事項のセット
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趣旨

確立したエビデンスに則った診療を普及する
ために、多忙な臨床家がよく遭遇するコモン
ディジーズに対するクリニカルクエスチョン(CQ)

への解決法について、短時間で調べることの
できるツールを提供する。

診療現場で使いやすく、役に立ち、かつガイド
ラインへのアクセスや適用に寄与することを目
指す。
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糖尿病

CQ1. 高齢者の糖尿病の管理目標は？
CQ2. 一般成人の糖尿病治療のHbA1c目標値は？
CQ3. インスリン非依存の2型糖尿病に対する経口

血糖降下薬の第一選択薬は？
CQ4. 糖尿病教育を行うことは、糖尿病患者の

HbA1cに寄与するか？
CQ5. メトホルミンの特徴は？
CQ6. SGLT2阻害剤の特徴は？

その他、高血圧、脂質異常症etc...

具体例
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CQ2. 一般成人の糖尿病治療のHbA1c目標値は？

【推奨】血糖コントロールの目標は可能な限り正常な代謝状態を目
指すべきであり、治療開始後早期に良好な血糖コントロールを達成
しその状態を維持することができれば、長期予後の改善が期待され
る（糖尿病診療ガイドライン2016 推奨グレードなし）
高齢者や妊婦を除く一般成人では、微小血管障害や心血管合併症の
予防のためにHbA1c<7.0%が妥当である（ADA GradeA）。

例
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CQ2. 一般成人の糖尿病治療のHbA1c目標値は？

【推奨】血糖コントロールの目標は可能な限り正常な代謝状態を目指すべきであり、治療開始後早期に良好な血糖
コントロールを達成しその状態を維持することができれば、長期予後の改善が期待される（糖尿病診療ガイドライン
2016 推奨グレードなし）
高齢者や妊婦を除く一般成人では、微小血管障害や心血管合併症の予防のためにHbA1c<7.0%が妥当である（ADA

GradeA）。

【解説】各ガイドラインの推奨は下表の通りである。血糖コントロールの目標は、年齢、罹病期間、合併症の状
態、低血糖のリスクならびにサポート体制などを考慮して、個別に設定すべきという方向性で一致している。2型糖尿病
患者ではKumamoto Study１）やUK Prospective Diabetes Study (UKPDS)２）３）において、目標HbA1cを<7.0%に設定す
ることで微小血管障害や神経障害が有意に減少したことが報告されている。またUKPDSの長期追跡コホート研究ではよ
り早期に積極的な血糖コントロールを行った群で従来療法群よりも10年後の微小血管障害・心筋梗塞・総死亡が低下し
たという結果がでており4）、遺産効果が示唆されている。微小血管障害のではでも、より厳格な血糖コントロールによ
り更なる発症抑制や死亡率の低下が期待できるという報告もあり、低血糖リスクや併存症がなければ医師の判断におい
てHbA1c<6.5%を目標とすることも検討する（ADA GradeC）。

糖尿病診療ガイドライン2016

1) Diabetes Res Clin Pract28:103-117,1995 2) Lancet 1998;352:854–865

3) Lancet 1998;352:837–853 4) N Engl J Med. 2008 Oct 9;359(15):1577-89



○経済評価の診療ガイドラインへ
の取り入れ方の検討
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４. その他 (1)



（１）経済評価の目的

•限られた財源で

•最大の効果を実現するための

•参考情報をつくる

※ 経済評価は、ここでは、ICER増分費用効果比を算出するタイプ
の経済評価を主なる対象とします。

36



（２）経済評価の視点

•社会全体の立場による経済評価：

費用も効果も社会の人々全体での
総計を、取り扱う。

•支払者の立場による経済評価：

支払者にとっての費用の総計を取り
扱う。
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（３）臨床現場の対象

•臨床現場では、医療者は、患者個
人の立場に立ってその患者個人の
ために最大の効果を目指して医療
を行う。

•臨床現場では、医療者と患者は、
患者個人の立場に立ってその患者
個人のために最大の効果を目指し
て医療を実現する。

※ここに、保険診療の枠が課せられる。38



（４）日本の診療ガイドライン

財源（スポンサー）：

•多くの場合、医療の専門家集団の学会。

「目的」：

•臨床現場において、患者個々人への医療
の効果を高める（その確率を高める）ため。

作成者：

•医療の専門家集団（多くは医師集団。学会
の委員会など）が主体的に作成する

39



（５）英国NICEの診療ガイドライン

財源（スポンサー）：

•基本的に国である。

「目的」：

•限られた財源のもとに、医療の効果
を高めるために作る。

•国営医療の維持・向上ために、作
る。
＞＞＞日本のGLと、財源と目的が異なる。

40



（５）診療ガイドラインの「目的」

日本：

個々の患者への医療の効果を最
大・最適にするため

英国：

限られた財源のもとに、費用対効果
が悪くない、効果のある医療を行う。

＞日本のGLは、英NICEとは、財源と目的が全く異なる。
41



日本の診療ガイドライン

•患者個々人の医療をより効果的にする
ことを目的としている。

•学会等が主体となって作成している。

•（社会としてどれだけの負担がかかる
かを無視するわけではないが） 患者
個々人の福利を最大化することを目的
としている。

＞日本のGLは、英NICEとは、財源と目的が全く異なる。
42



•患者の負担を記載することは、重要
性を持つ。

•日本の医療制度(保険診療含む)での
診療における、阻害要因、注意点、そ
の克服方法、促進要因、の記載が重
要と考えられる。

43

現時点で、言えること



補足： 解析方法・実施に関すること
•経済評価情報を、参考情報として掲載すること
について検討する重要性がある。

•経済評価には、「効果」の確立（エビデンスの統
合）が必要。

•費用対効果は、現状においては、目的・手法が
異なるため、通常、ガイドライン作成チームとは
別の人材･組織が必要だろう。

•将来、財源がより厳しく費用対効果がより重視
され、診療ガイドラインの財源や目的が変わる
と、経済評価や費用予測を統合的に行う場や
ツールの必要性が高まると思われる。

44
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○ QIを用いた診療ガイドライン・
推奨の普及状況の評価

４. その他 (2)



適用可能性

構成：6領域23項目
＋全体評価2項目 46

AGREEII における診療ガイドラインの活用評価



領域5：適用可能性

(公財)日本医療機能評価機構 EBM医療情報部. AGREE II 日本語訳 試行版ver.01 2014. 
http://minds4.jcqhc.or.jp/minds/guideline/pdf/AGREE2jpn.pdf

ガイドラインの適用にあたっての促進要因と阻害要因が記載されている。

どのように推奨を適用するかについての助言・ツールを提供している。

推奨の適用にあたり、潜在的に資源に関して意味する事柄が考慮されてい
る。

ガイドラインにモニタリング・監査のための基準が示されて
いる。

項目18.

項目19.

項目20.

項目21.

ＡＧＲＥＥⅡ

https://minds.jcqhc.or.jp/docs/minds/guideline/pdf/AGREE2jpn.pdf


適用を測定するための「ガイドランの重要な推奨に基づいて明確に定義された
基準」の必要性が記載されている。

すなわち、医療の質指標(クオリティ・インディケーター、quality indicator:QI)、
監査基準(audit criteria)等、プロセスの尺度、行動の尺度、臨床や健康上

のアウトカムを測る基準が含まれる。
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ガイドラインにモニタリング・監査のための基準が示されて
いる。

項目21.

 HbA1cは8.0％未満でなければならない。
拡張期血圧は95mmHg未満でなければならない。
50才人口の80％は便潜血検査による大腸がん検診を
受けるべきである。
急性中耳炎の症状が3日以上続く時は、アモキシシリンが
処方されるべきである。

=QI

具体例：

ＡＧＲＥＥⅡ
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診療ガイドラインの活用状況

は

医療の質指標(QI)でモニター

できる



Search skill
required

Practice based on 

Clinical Practice Guidelines (CPG)

Quality 
Indicators 

(QIs)

Clinical 
Pathways

(CPs)

support
monitor
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design develop

reflect
& &

develop

Quality Triangle
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診療ガイドラインが十分活用
されていない

＝先進各国共通の懸念

✓ SIGN（Scottish Intercollegiate Guidelines Network）
✓GIRAnet（The Guideline Implementability and

Research and Application Network ）
✓うつ病診療ガイドライン（スペイン）～QIの取扱い

活用を評価するしくみ：海外事例紹介

Gagliardi et al. Implement Sci 2011;6:26
Grimshaw J et al. J Cont Educ Health Prof
2004;24:S31

Mickan S et al. Postgrad Med J2011;87:670
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大規模データから可視化できる
各病院のQIを用いて診療ガイドラインの

影響を検討する取組み
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診療ガイドラインと診療行為の変化：周術期
予防的抗菌薬投与に関する研究

「JAID/JSC 感染症治療ガイド2011」
日本感染症学会・日本化学療法学会（2011）

原則48 時間以内の予防的抗菌薬投与を推奨

「術後感染予防抗菌薬適正使用のための実践ガイドライン」

日本化学療法学会・日本外科感染症学会（2016）

欧米と同様に投与期間は24 時間を基本とする
考え方へ

【背景】
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暫定結果
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糖尿病の例
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今後の展開へ向けて

Evidence-based practiceがより幅広く
実現されるよう、
多面的な取組みを同時に展開し、

医療機関、医師、患者、一般市民、
各々の利用者により

診療ガイドラインが一層活用される
ことを継続して目指していく。


