
総合診療や一般診療の場面
でのガイドラインの活用

~Choosing Wiselyの視点より～

群星（むりぶし）沖縄臨床研修センター

徳田安春



演題発表に関連し

開示すべきCOI関係にある企業等

はありません



患者 徳田安春
急性中耳炎



今村総合病院西垂水和隆先生が外来時に撮影



講演内容

1.過剰医療の現状と問題点

2.Choosing Wisely活動とは

3.具体的な活動と今後の展開
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初診患者
Aさん



CAUTI (catheter-associated urinary tract infection)
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医療の賢い選択キャンペーン

患者と医療者の対話を促すために
それぞれの学会が自発的に推奨リスト

を提言するキャンペーン
日本でも平成28年10月15日に
キックオフセミナー開催



•学会による診療指針作成（ガイドライン等）

•さまざまな方略で情報を提供（本、雑誌、ウェブ等）
医師

•患者向け情報提供（パンフ、ビデオ等）

•さまざまな状況で情報を提供（医療機関受診時等）
患者

•メディアとの協力体制の確立（勉強会開催等）

•さまざまな人物による統一メッセージの発信（CM等）
メディア

•目標達成のためにステークホルダー組織（保険者・企業

等）に協力を依頼（共同研究企画等）
ステークホルダー

医療の賢い選択キャンペーンの方略
参加および対象者 具体例





Characteristic Choosing 
Wisely USA

Choosing Wisely 
Canada 

Starting year 2012 2014

Participating 
society

>70 specialty 
societies

>45 specialty 
societies 

Recommendations >400 >150

Patient pamphlet >90 >25

Implementation Organic and 
accelerated

Organic

Choosing Wisely USA & Canada





Choosing Wisely Internationalのトップ１０
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■ Choosing Wisely Japan
総合診療指導医コンソーシアムによる 5 つのリスト

１．無症状の人々に対して PET-CT 検査によるがん検診
を推奨しない
２．無症状の人々に対して血清 CEA などの腫瘍マーカー
検査によるがん検診を推奨しない
３．無症状の人々に対しての MRI 検査による脳ドック検査
を推奨しない
４．自然に軽快するような非特異的な腹痛でのルーチンの
腹部 CT 検査を推奨しない
５．臨床的に適用のないルーチンの尿道バルーンカテーテル
の留置を推奨しない





薬剤耐性（AMR）対策
アクションプラン



















T2Tコンセプトで大丈夫？



抗糖尿病薬のエビデンス

• Drugs for diabetes reduce serum glucose and A1c, 
but evidence for clinical benefit has been scant, 
especially for cardiovascular outcomes. 

• Relatively little is known about the cardiovascular 
effects and there are concerns that some drugs, 
including sulfonylureas, might increase risk.

• In 2008, the US FDA recommended that new 
diabetes drugs should have sufficient data from 
RCT to exclude an unacceptable increase in risk of 
major adverse cardiovascular events.



Randomized Clinical Trials of Drugs for Type 
2 Diabetes With a Primary Cardiovascular 
Outcome 2016. The UKPDS included.

JAMA Intern Med. 2017;177(3):301-302. doi:10.1001/jamainternmed.2016.8284



糖尿病薬のエビデンス (2)

• A recent trial demonstrated superiority of 
metformin over sulfonylurea on a composite 
cardiovascular outcome (HR, 0.54; 95% CI, 0.30-
0.90).

• Pts with type 2 diabetes and high cardiovascular 
risk to active agent or placebo, superiority was 
shown for GLP-1 receptor agonists liraglutide (HR, 
0.87; 95% CI, 0.66-0.93) and semaglutide (HR, 0.74; 
95% CI, 0.54 to 0.97), and SGLT-2 inhibitor 
empagliflozin (HR, 0.86; 95% CI, 0.74-0.99).









スタチンを飲んだほうがいい
ですか？
• 60歳女性A子さん：BMI 20 BP 120/70 

糖尿病なし 喫煙なし 冠動脈疾患家族歴なし

既往なし ウォーキングが趣味

•健診データ：総コレステロール220mg/dl、HDL
コレステロール50mg/dl、中性脂肪100mg/dl

LDLコレステロール＝220－50－（100/5）

＝150（mg/dl）



リスクは相対的には
３０％下がる
•ガイドライン：LDLコレステロールが140mg/dL
以上で高LDLコレステロール血症

•疫学研究：100人の日本人女性（冠動脈疾患の
既往のない平均年齢60歳代女性）を10年間
フォローで約3人の心筋梗塞が発症

•スタチンを10年間飲むと心筋梗塞発症率が約
30％（約3分の1）低下



リスクは絶対的には
1％下がる
• 100人を10年間フォローし、約3人の心筋梗塞
が発症するので、百分率では3％

•スタチンを10年間飲むと30％（約3分の1）の
「相対」リスク低下があるので、「3人中の3分
の1＝1人」の「1人の発症を予防できる」

• 100人中1人予防できるということは、絶対リ
スクは１％低下となる（絶対リスク低下＝
１％）

•心筋梗塞に脳梗塞を加えても約5人（5％）なの
で、その3分の１は2％未満。



必要治療人数は100人×10年

• 100分率での「絶対リスク」の低下値の逆数を
取ると、「何人を治療したら１人の発症を予防
できるか」の「何人」であるか人数値となる

•必要治療人数（number needed to treat: 
NNT）：１％は1/100なので、この逆数をとる
と必要治療人数は100人（10年間）となる

• 100人が10年間薬を飲んで1人の発症予防とな
る



A子さんのリスクは本当に
３％？

Mean LDL-C 
4.05 mmol/L

(157 mg/dl)



Initiating use of low- to moderate-dose statins for 
prevention of CVD events in adults 40 to 75 years 
who have 1 or more CVD risk factors and a calculated 
10-year ASCVD risk of 10% or greater has moderate 
benefit. For pts with a calculated 10-year ASCVD risk 
between 7.5% and 10%, net benefit is smaller, and 
the decision to initiate therapy should hinge on 
shared decision making.

(ASCVD=atherosclerotic cardiovascular disease)

USPSTF recommendation
(JAMA 2016;316:p1997)



MEGA（疫学研究）の実際

•女性群の内訳は、高血圧症や糖尿病もかなりの
割合で含まれている（平均値は血圧132/78 
mmHgでBMIは24）

• A子さんの実際の個別リスクは平均より低く、
3％未満

Lake Wobegon効果



スタチンの副作用

•筋障害（横紋筋融解症）

•耐糖能障害（糖尿病になりやすくなる）

•末梢神経障害











Take-home messages

1.世界的に過剰医療が問題

2.世界でChoosing Wisely活動↑

3.ガイドラインでの啓発に期待


