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事業内容 

EBM（根拠に基づく医療）は、最新かつ最良のエビデンス（科学的根拠）を実際の医

療の場で活用することにより医療の質を可能な限り高いレベルに向上させるための

基本的な考え方である。我が国では、厚生労働省を中心に、EBM に基づく診療ガイド

ラインを普及推進することで、EBM の発展に努めてきた。 

その中で、財団法人日本医療機能評価機構が実施してきた EBM データベース事業

（以下、Minds）は、我が国におけるEBMの普及推進に中心的な役割を果たしてきた。

Minds で実施してきた９年間の EBM 普及推進活動実績を継承しつつ、それを拡大し

て平成 23 年度から新たな委託事業として、より効果的な EBM 普及推進を実現すべ

く、下記の６項目を中心にして事業を実施した。 

平成 24 年度は、引き続き、事業内容の充実に向けた取り組みを行った。 

平成 24 年度実施項目 

１．EBM データベースの構築 

２．診療ガイドライン・医学情報等の評価 

３．診療ガイドライン作成支援 

４．EBM 普及啓発活動 

５．EBM に係る海外動向調査 

６．問い合わせ対応体制 
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1. EBM データベースの構築 
（2013 年 3 月 31 日時点での掲載コンテンツ一覧は資料を参照） 
1.1. 診療ガイドラインデータベース 

【要約】 
日本で作成・公開されている EBM の手法に基づく診療ガイドラインを調査対象とし、主

要データベース、各学会ホームページ等を中心に網羅的な検索を行い、2 段階のスクリーニ

ングにより、診療関連以外のガイドライン、海外で作成されたガイドラインの翻訳版等を

除外し、診療ガイドラインの絞込みを行った。 
平成 24 年度の文献検索作業の結果、平成 20 年 1 月から平成 25 年 3 月までに発行された

文献は合計 2599 件であり、これらの内、新規に把握された文献は 389 件であった。スクリ

ーニングの結果、123 件の文献が診療ガイドラインとして評価対象に挙がり、評価選定作業

の結果、51 件の診療ガイドラインが選定された。平成 23 年度に選定された 44 件（昨年度

に 7 件掲載されている）のうち 27 件、平成 24 年度に選定された 51 件の診療ガイドライン

のうち 13 件、合計 40 件の診療ガイドラインが Minds のホームページ上に掲載された。 
Minds 上に掲載されているガイドラインの英語版が作成されている場合には、評価選定

を行い、選定されたものを「ENGLISH」ページに掲載しているが、平成 24 年度は 17 件

の英語版ガイドラインを選定し、15 件を掲載した。 

 
【結果詳細】 
1）検索結果 

平成 24 年度のガイドライン検索作業により、主要データベースから 205 件、論文データ

ベースから 115件、報告書データベースから 69件、合計 389件の文献が新規に抽出された。 
ガイドライン発行年・データベースごとの文献数は、以下の表 1「平成 24 年度ガイドラ

イン検索結果一覧」に示す。 
 

表 1. 平成 24 年度ガイドライン検索結果一覧 

発行年 主要データベース 論文データベース 報告書データベース

平成 25 年 

【～3/26 検索時点】 
26（26） 11（11） 0 

平成 24 年 161（161） 68（68） 18（18） 

平成 23 年 257（14） 114（36） 272（48） 

平成 22 年 371（3） 112 92（3） 

平成 21 年 297（1） 97 126 

平成 20 年 373 123 81 

合計 1485（205） 525（115） 589（69） 

※ 上記の（ ）内は、平成 24 年度検索作業での新規追加分を示す。
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2）ガイドライン評価結果 
平成 24 年度中に計 24 回のガイドライン評価会議を開催し、上記の検索結果に対するス

クリーニングの結果、AGREEⅡの評価対象となったガイドライン計 123 件の評価を行った。 
3）ガイドライン選定 

AGREEⅡによる評価を行った結果を資料として診療ガイドライン選定部会にて選定審

議を行った結果、123 件のガイドラインのうち、51 件が選定された。 
選定されたガイドラインについては、表 2「平成 24（2012）年度選定ガイドライン一覧 」

に示す。 
表 2. 平成 24（2012）年度選定ガイドライン一覧 

No ガイドライン名 発行年月 版 著編者（作成代表者） 

1 
終末期がん患者の輸液療法に関するガイ

ドライン 2013 年版 
2013.01 第 1 版 日本緩和医療学会 

2 皮膚リンパ腫診療ガイドライン 2012.05 第 2 版 日本皮膚科学会 

3 
血管塞栓術に用いるNBCAのガイドライ

ン 2012 年版 
2012.12 第 1 版 日本 IVR 学会 

4 
日本版敗血症診療ガイドライン 2012 年

版 
2012.11 第 1 版 日本集中治療医学会 

5 腰痛診療ガイドライン 2012 2012.11 第 1 版
日本整形外科学会・日本腰痛

学会 

6 
発熱性好中球減少症（FN)診療ガイドラ

イン 2012 
2012.08 第 1 版 日本臨床腫瘍学会 

7 
遺伝性大腸癌診療ガイドライン 2012 年

版 
2012.07 第 1 版 大腸癌研究会 

8 
顎関節症患者のための初期治療診療ガイ

ドライン 3 2012 
2012.07 第 1 版 日本顎関節学会 

9 
抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡診

療ガイドライン 2012 
2012.07 第 1 版 日本消化器内視鏡学会 

10 
産科危機的出血に対する IVR 施行医のた

めのガイドライン 2012 年版 
2012.07 第 1 版 日本 IVR 学会 

11 創傷・熱傷ガイドライン 2012 2012.07 第 1 版 日本皮膚科学会 

12 
褥瘡予防・管理ガイドライン（第 3 版）

2012 
2012.06 第 3 版 日本褥瘡学会 

13 尋常性白斑診療ガイドライン 2012 2012.06 第 1 版 日本皮膚科学会 

14 
嚥下障害診療ガイドライン －耳鼻咽喉

科外来における対応－ 2012 年版  
2012.05 第 2 版 日本耳鼻咽喉科学会 

15 咳嗽に関するガイドライン 第 2 版 2012 2012.05 第 2 版 日本呼吸器学会 
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16 
前十字靱帯(ACL)損傷 診療ガイドライン

2012  
2012.05 第 2 版

日本整形外科学会、日本関節

鏡・膝・スポーツ整形外科学

会 

17 

乳がん発症ハイリスクグループに対する

乳房 MRI スクリーニングに関するガイ

ドライン Ver.1 2012 

2012.05 第 1 版 日本乳癌検診学会 

18 非歯原性歯痛診療ガイドライン 2011 2012.05 第 1 版 日本口腔顔面痛学会 

19 ED 診療ガイドライン 2012 年版  2012.04 第 2 版 日本性機能学会 

20 全身性強皮症診療ガイドライン 2012 2012.04 第 1 版 日本皮膚科学会 

21 前立腺癌診療ガイドライン 2012 年版 2012.04 第 2 版 日本泌尿器科学会 

22 

腎障害患者におけるヨード造影剤使用に

関する 
ガイドライン 2012  

2012.04 第 1 版
日本腎臓学会、日本医学放射

線学会、日本循環器学会 

23 
骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2011
年版 

2012.03 第 1 版
日本骨粗鬆症学会、日本骨代

謝学会、骨粗鬆症財団 

24 橈骨遠位端骨折診療ガイドライン 2012 2012.03 第 1 版
日本整形外科学会 
日本手外科学会 

25 軟部腫瘍診療ガイドライン 2012 2012.03 第 2 版 日本整形外科学会 

26 
エビデンスに基づいた小児腸重積症の 
診療ガイドライン 2012 

2012.02 第 1 版 日本小児救急医学会 

27 糖尿病性潰瘍・壊疽ガイドライン 2012 2012.02 第 1 版 日本皮膚科学会 

28 肺癌診療ガイドライン 2012 年版 2012 第 2 版 日本肺癌学会 

29 熱傷診療ガイドライン 2011 2011.12 第 1 版 日本皮膚科学会 

30 
下腿潰瘍・下肢静脈瘤診療ガイドライン

2011 
2011.11 第 1 版 日本皮膚科学会 

31 
医療・介護関連肺炎 診療ガイドライン

2011 
2011.08 第 1 版 日本呼吸器学会 

32 褥瘡診療ガイドライン 2011 2011.08 第 1 版 日本皮膚科学会 

33 
根拠に基づく標準的治療の考え方 
（周産期診療ガイドライン 2011) 2011.07 第 1 版

厚生労働省科学研究費補助金

（特別研究事業） 

34 蕁麻疹診療ガイドライン 2011 2011.06 第 1 版 日本皮膚科学会 

35 
歯周病患者における抗菌療法の診療ガイ

ドライン 2010 
2011.03 第 1 版 日本歯周病学会 
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36 双極性障害 2012 2011.03 第 3 版 日本うつ病学会 

37 
科学的根拠に基づく抗血栓療法患者の抜

歯に関するガイドライン 2010 年版 
2011.01 第 1 版

日本有病者歯科医療学会・日

本口腔外科学会・日本当年歯

科医学会 

38 クローン病診療ガイドライン 2011 2011.01 第 1 版

難治性炎症性腸管障害に関す

る調査研究班プロジェクト研

究グループ 

39 
膠原病・血管炎にともなう 
皮膚潰瘍診療ガイドライン 2011 

2011.01 第 1 版 日本皮膚科学会 

40 後天性血友病 A 診療ガイドライン 2011 2011 第 1 版 日本血栓止血学会 

41 
急性鼻副鼻腔炎診療ガイドライン 2010
年版 

2010.06 第 1 版 日本鼻科学会 

42 
胃食道逆流症(GERD)診療ガイドライン

2009 
2010.01 第 1 版 日本消化器病学会 

43 

科学的根拠に基づく 皮膚悪性腫瘍ガイ

ドラインⅡ  
皮膚リンパ腫 2010 

2010.01 第 1 版
日本皮膚科学会、日本皮膚悪

性腫瘍学会 

44 消化性潰瘍診療ガイドライン 2009 2009.12 第 1 版 日本消化器病学会 

45 胆石症診療ガイドライン 2009 2009.11 第 1 版 日本消化器病学会 

46 
脳性麻痺リハビリテーションガイドライ

ン 2009 
2009.06 第 1 版

日本リハビリテーション医学

会 

47 
妊娠高血圧症候群（PIH）管理ガイドラ

イン 2009 
2009.04 第 1 版 日本妊娠高血圧学会 

48 
外来がん化学療法看護ガイドライン

2009 年版 
2009.01 第 1 版 聖路加看護大学 

49 精巣腫瘍診療ガイドライン 2009 年版  2009.01 第 1 版 日本泌尿器科学会 

50 慢性膵炎診療ガイドライン 2009 2009.01 第 1 版 日本消化器病学会 

51 
男性下部尿路症状  診療ガイドライン

2008 
2008.09 第 1 版 日本排尿機能学会 

 
4）ガイドライン掲載 
（1） 医療提供者向け診療ガイドラインの掲載 
平成 23 年度に選定した 44 件（昨年度に 7 件掲載されている）のうち 27 件、平成

24 年度に選定した 51 件の診療ガイドラインのうち 13 件を、Minds のホームページ上

に掲載した。掲載様式は、PDF 形式が 19 件、リンクが 13 件、HTML が 8 件であった。

掲載されたガイドラインについては、表 3「平成 24（2012）年度掲載ガイドライン一覧 」
に示す。 
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表 3. 平成 24（2012）年度掲載ガイドライン一覧 

No ガイドライン名 発行年月 版 
著編者 

（作成代表者） 
選定年度 掲載日 掲載形式

1 

大腿骨頚部/転子部骨

折 診療ガイドライン改

訂第 2 版 

2011.06 第 2 版
日本整形外科学会・

日本骨折治療学会 
2011 年度 2012.10.25 HTML 

2 

脊髄損傷における排尿

障害の診療ガイドライ

ン 

2011.09 第 1 版

日本排尿機能学会・

日本脊髄障害医学

会 

2011 年度 2012.09.18 HTML 

3 

がん患者の呼吸器症

状の緩和に関するガイ

ドライン 2011 

2011.09 第 1 版 日本緩和医療学会 2011 年度 2012.06.19 LINK 

4 

腰椎椎間板ヘルニア 

診療ガイドライン改訂

第 2 版 

2011.07 第 2 版 日本整形外科学会 2011 年度 2013.01.11 HTML 

5 

がん患者の消化器症

状の緩和に関するガイ

ドライン 2011 

2011.07 第 1 版 日本緩和医療学会 2011 年度 2012.06.19 LINK 

6 
産婦人科診療ガイドラ

イン 産科編 2011 
2011.06 第 1 版

日本産科婦人科学

会 
2011 年度 2012.04.10 PDF 

7 

産婦人科診療ガイドラ

イン 婦人科外来編

2011 

2011.04 第 1 版
日本産科婦人科学

会 
2011 年度 2012.04.10 PDF 

8 
腎癌 診療ガイドライン

2011 
2011.11 第 2 版 日本泌尿器科学会 2011 年度 2012.08.29 HTML 

9 
子宮頸癌診療ガイドラ

イン 2011 
2011.11 第 2 版

日本婦人科腫瘍学

会 
2011 年度 2013.01.22 LINK 

10 

原発性胆汁性肝硬変

(PBC)の診療ガイドライ

ン(2011 年) 

2011.03 第 1 版

厚生労働省難治性

疾患克服研究事業

「難治性の肝・胆道

疾患に関する調査

研究」班 

2011 年度 2012.07.10 PDF 

11 
特発性正常圧水頭症

診療ガイドライン 2011 
2011.07 第 2 版

日本正常水頭症学

会 
2011 年度 2012.07.31 HTML 

12 
腰部脊柱管狭窄診療

ガイドライン 2011 
2011.11 第 2 版

日本整形外科学会・

日本脊椎脊髄病学

会 

2011 年度 2013.01.11 HTML 

13 

透析患者の C 型ウイル

ス肝炎治療ガイドライ

ン 

2011.06 第 1 版 日本透析医学会 2011 年度 2012.06.12 PDF 

14 
頚椎後縦靱帯骨化症

診療ガイドライン 2011 
2011.11 第 2 版

日本整形外科学会・

日本脊椎脊髄病学

会 

2011 年度 2013.01.22 HTML 

15 

腎移植後内科・小児合

併症の診療ガイドライ

ン 2011 

2011.08 第 1 版
日本臨床腎移植学

会 
2011 年度 2012.06.12 PDF 

16 
線維筋痛症性診療ガイ

ドライン 2011 
2012.01 第 1 版

日本線維筋痛症学

会 
2011 年度 2012.08.14 HTML 
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17 

腎移植後サイトメガロ

ウイルス感染症の 

診療ガイドライン 2011 

2011.1 第 1 版
日本臨床腎移植学

会 
2011 年度 2012.06.12 PDF 

18 
甲状腺腫瘍 診療ガイ

ドライン 2010 
2010.1 第 1 版

日本内分泌外科学

会・日本甲状腺外科

学会 

2011 年度 2012.10.02 LINK 

19 
てんかん 治療ガイドラ

イン 2010 
2010.12 第 1 版 日本神経学会 2011 年度 2012.04.17 LINK 

20 
制吐薬 適正使用ガイ

ドライン 2010 
2010.06 第 1 版 日本癌治療学会 2011 年度 2012.08.29 LINK 

21 
クローン病診療ガイドラ

イン 2010 
2010.04 第 1 版 日本消化器病学会 2011 年度 2012.08.29 PDF 

22 

がん疼痛の薬物療法

に関するガイドライン

2010 

2010.08 第 1 版 日本緩和医療学会 2011 年度 2012.06.19 LINK 

23 
肝硬変診療ガイドライ

ン 2010 
2010.04 第 1 版 日本消化器病学会 2011 年度 2012.08.29 PDF 

24 
JRC 蘇生ガイドライン

2010 
2011.1 第 1 版

日本蘇生協議会・日

本救急医療財団 
2011 年度 2013.03.26 PDF 

25 
卵巣がん 治療ガイドラ

イン 2010 
2010.11 第 3 版

日本婦人科腫瘍学

会 
2011 年度 2012.10.02 LINK 

26 
認知症疾患 治療ガイ

ドライン 2010 
2010.1 第 1 版 日本神経学会 2011 年度 2012.04.17 LINK 

27 

苦痛緩和のための鎮

静に関するガイドライン

2010 

2010.06 第 1 版 日本緩和医療学会 2011 年度 2012.06.19 LINK 

28 
慢性膵炎診療ガイドラ

イン 2009 
2009.1 第 1 版 日本消化器病学会 2012 年度 2012.08.29 PDF 

29 
消化性潰瘍診療ガイド

ライン 2009 
2009.12 第 1 版 日本消化器病学会 2012 年度 2012.08.29 PDF 

30 

エビデンスに基づいた

小児腸重積症の 

診療ガイドライン 2012 

2012.02 第 1 版
日本小児救急医学

会 
2012 年度 2013.03.26 LINK 

31 
胃食道逆流症(GERD)

診療ガイドライン 2009 
2010.01 第 1 版 日本消化器病学会 2012 年度 2012.08.29 PDF 

32 
骨粗鬆症の予防と治療

ガイドライン 2011 年版
2012.03 第 1 版

日本骨粗鬆症学会・

日本骨代謝学会・骨

粗鬆症財団 

2012 年度 2012.09.25 PDF 

33 
胆石症診療ガイドライ

ン 2009 
2009.11 第 1 版 日本消化器病学会 2012 年度 2012.08.29 PDF 

34 双極性障害 2012 2012.03 第 3 版 日本うつ病学会 2012 年度 2012.06.16 PDF 

35 
非歯原性歯痛診療ガイ

ドライン 2011 
2011.01 第 1 版

日本口腔顔面痛学

会 
2012 年度 2012.08.29 PDF 

36 
クローン病診療ガイドラ

イン 2011 
201101 第 1 版 日本消化器病学会 2012 年度 2012.11.30 PDF 



 9

37 

歯周病患者における抗

菌療法の診療ガイドラ

イン 2010 

2011.03 第 1 版 日本歯周病学会 2012 年度 2012.11.20 PDF 

38 

根拠に基づく標準的治

療の考え方 

（周産期診療ガイドライ

ン 2011) 

2011.07 第 1 版

厚生労働省科学研

究費補助金（特別研

究事業） 

2012 年度 2013.03.05 LINK 

39 

妊娠高血圧症候群

（PIH）管理ガイドライン 

2009 

2009.04 第 1 版
日本妊娠高血圧学

会 
2012 年度 2013.03.19 LINK 

40 

顎関節症患者のため

の初期治療診療ガイド

ライン 3 2012 

2012.07 第 1 版 日本顎関節症学会 2012 年度 2013.03.13 PDF 

 
（2） ガイドラインサマリーの掲載 
選定されたガイドラインについては、ガイドラインサマリーを公開し、書誌情報や Minds

のホームページでの関連情報掲載状況等の基本情報を掲載した。 
（3） 英語版診療ガイドラインの掲載 
 Minds に掲載された医療者用診療ガイドラインの英語版について作成グループより情報

提供があった場合には、診療ガイドライン選定部会で評価選定を行い、選定された英語版

についての情報を「ENGLISH」ページに掲載した。平成 24 年は、17 件の英語版診療ガイ

ドラインを選定し、15 件の情報を掲載した。詳細は表 4「平成 24（2012）年度 選定英語版

診療ガイドライン」に示す。 
 

表 4 平成 24（2012）年度 選定英語版診療ガイドライン 

No 病気・テーマ 英語版 

1 胃がん検診 
The Japanese Guidelines for Gastric Cancer Screening. Jpn J Clin Oncol. 

2008 Apr;38(4):259-67. 

2 子宮頸がん検診 
The Japanese Guidelines for Cervical Cancer Screening. Jpn J Clin Oncol. 

2010 Jun;40(6):485-502 

3 前立腺がん検診 
The Japanese Guidelines for Prostate Cancer Screening. Jpn J Clin Oncol. 

2009 Jun;39(6):339-51. 

4 脳卒中 
Japanese Guidelines for the Management of Stroke 2009. Journal of Stroke 

and Cerebrovascular Diseases 20(4S) 

5 急性胆管炎・胆嚢炎 
Tokyo guidelines for the management of acute cholangitis and cholocystitis. 

Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences 14(1) 

6 急性膵炎 
Guidelines for the management of acute pancreatitis: JPN guidelines 2010. 

Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences 17(1)  
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7 腎癌 

Evidence-Based Clinical Practice Guideline for Renal Cell Carcinoma:The 

Japanese Urological Association 2011 update. Int J Urol. 2012 

Jun;19(6):496-503. 

8 高血圧 
The Japanese Society of Hypertension Guidelines for the Management of 

Hypertension (JSH 2009). Hypertens Res. 2009 Jan;32(1):3-107. 

9 う蝕 

Clinical guidelines for treating caries in adults following a minimal intervention 

policy--evidence and consensus based report. 

 Journal of Dentistry 40: 95-105, 2012. 

10 大腸癌 

Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum (JSCCR) guidelines 

2010 for the treatment of colorectal cancer. Int J Clin Oncol. 2012 

Feb;17(1):1-29. 

11 胆道癌 
Clinical practice guidelines for the management of binary tract and ampullary 

carcinomas. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2008; 15:1 

12 
透析患者の C 型肝炎 

ウイルス 

2011 Japanese Society for Dialysis Therapy Guidelines for the Treatment of 

Hepatitis C Virus Infection in Dialysis Patients. Therapeutic Apheresis and 

Dialysis 2012; 16(4):289–310 

13 婦人科外来 

Guidelines for office gynecology in Japan: Japan Society of Obstetrics and 

Gynecology and Japan Association of Obstetricians and Gynecologists 2011 

edition. J. Obstet. Gynaecol. Res. Vol. 38, No. 4: 615–631, April 2012 

14 特発性正常圧水頭症 
Guidelines for Management of Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus: 

Second Edition. Neurologica medico-chirurgica : Novenber 2012 

15 骨粗鬆症 
Japanese 2011 guidelines for prevention and treatment of osteoporosis 

-Executive Summary-.Archives of Osteoporosis 2012 Dec 1.  

16 クローン病 
Evidence-based clinical practice guidelines for Crohn's disease, integrated 

with formal consensus of experts in Japan. J Gastroenterol. 2012 Oct 23. 

17 甲状腺腫瘍 Treatment of Thyroid Tumor: Japanese Clinical Guidelines 

※12、17 は情報の掲載には至っていない。 
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1.2. 医学文献情報データベース 

【要約】 
 診療ガイドラインに関連する論文の構造化抄録である Minds アブストラクトについて

は、従来の構造化抄録フォーム、作成方法の見直しを行った。画期的で新しい研究成果が

発表されたなど、臨床上極めて重要度が高いと考えられる話題についての、各疾患領域の

診療ガイドラインを作成された先生によるミニレビューであるトピックスについては、執

筆要項、執筆項目の見直しを行い、Minds に診療ガイドラインを掲載している作成グルー

プ全体に一斉に執筆依頼を実施、執筆されたトピックスについて、EBM 普及啓発部会での

確認、執筆者の校正を踏まえて公開した。 
 Minds アブストラクトは、作成自体を一時停止している。トピックスは 36 件を公開した。 

 
【結果詳細】 
1）Minds アブストラクト 

（1）Minds アブストラクト作成方法の検討 
 Minds アブストラクトについては、EBM 普及啓発部会において、Minds アブストラ

クトのフォーム、作成方法について検討を行った。 
（2）システマティックレビュー・メタアナリシスの Minds アブストラクト作成ワーク 

ショップの開催 
 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／メタアナリシスの

Minds アブストラクト作成についてワークショップを行った。ワークショップの詳細は、

本報告書 3.2 を参照。 
2）トピックス 
 トピックスについては、EBM 普及啓発部会において作成方法の検討・承認を経て、平

成 24 年度分の作成を進めた。 
 平成 24 年度は平成 24 年 9 月 24～28 日に執筆書類を送付した（80 件）。執筆原稿を受

けたのが 34 件（胃食道逆流症(GERD)は 2 件の）であった。 
 平成 25 年 3 月 31 日時点で、公開できたのは 28 件であった。昨年度に依頼し、本年度

掲載できた 8 件を含めると、本年度公開できたトピックスは 36 件であった。 
 トピックスの平成 24 年度までの公開件数については 109 件であった。 
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1.3. 国際的な動向を反映したデータベース構築 

【要約】 
質の高いシステマティックレビューを数多く収載するコクラン・ライブラリーのアブス

トラクトを日本語翻訳・公開することで、最新の質の高いエビデンスの普及をはかる。ま

た、診療ガイドライン作成グループによる CPG レビューは、海外のガイドライン情報も加

味した特定のテーマにおける包括的な内容であり、診療ガイドラインの付加的情報として

活用が期待される。平成 24 年度はコクラン・レビュー・アブストラクトの日本語訳につい

ては 322 件、CPG レビューについては 4 件のデータを作成した。 

 
【結果詳細】 
1）コクラン・レビュー・アブストラクトの日本語翻訳 

平成 24 年度は、歯科領域を含めて計 322 件をデータベースに収載した。平成 25 年 3 月

現在、Minds で公開中のコクラン・レビュー・アブストラクトの日本語訳は重複を含めて

1,983 件となっている。 
2）CPG レビュー 
平成 24 年度は「子宮頸癌」「腎癌」「糖尿病」「口腔癌」の 4 件の CPG レビューが公開さ

れた。平成 25 年 3 月現在、36 件が公開されている。 
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1.4.一般国民向け情報データベースの構築  

【要約】 
学会が作成する一般向けのガイドライン解説については、23 件が診療ガイドライン選定

部会において選定され、うち、著作者（・出版社）の許諾の得られた 16 件を掲載した。 
Minds 版ガイドライン解説については、「小児急性中耳炎 改訂版」、「高血圧」、「口腔癌」、

「未熟児動脈管開存症」、「CKD」、「摂食・嚥下・構音障害」、「高尿酸血症・痛風」の 7 疾

患について作成・公開した。また、「脳卒中」については下案原稿を作成し、ガイドライン

作成委員・監修医への校閲・執筆依頼準備を行った。 
 Minds 版やさしい解説については、「前立腺癌」、「高血圧」、「口腔癌」、「慢性心不全」、「虚

血性心疾患」、「CKD」、「不整脈」、「骨粗鬆症」の 8 疾患について作成・公開した。また、

「認知症」、「線維筋痛症」、「褥瘡」、「脳卒中」については下案原稿を作成し、ガイドライ

ン作成委員・監修医への校閲依頼準備および公開に向けた準備を行った。 

 
【結果詳細】 
1）学会版一般向けガイドライン解説 
  学会が作成する一般向けのガイドライン解説については、先の掲載基準基づき、選定

された 23 件のうち、16 件を掲載した。詳細は表 5 平成 24（2012）年度 選定学会版ガイド

ライン解説に示す。 
 

表 5 平成 24（2012）年度 選定学会版ガイドライン解説 
  病気・テーマ タイトル・テーマ 作成主体 

1 胃がん検診 胃がん検診リーフレット 
「がん検診の適切な方法とその

評価法の確立に関する研究」班

2 
子宮頸がん検

診 
子宮頸がん検診リーフレット 20 代向け 

「がん検診の適切な方法とその

評価法の確立に関する研究」班

3 
子宮頸がん検

診 
子宮頸がん検診リーフレット大人版 

「がん検診の適切な方法とその

評価法の確立に関する研究」班

4 大腸がん検診 大腸がん検診リーフレット 
「がん検診の適切な方法とその

評価法の確立に関する研究」班

5 肺がん検診 肺がん検診リーフレット 
「がん検診の適切な方法とその

評価法の確立に関する研究」班

6 肺癌 ハンドブックよくわかる肺がん 
特定非営利法人西日本がん研

究機構（日本肺癌学会公認） 

7 乳癌 患者さんのための乳癌診療ガイドライン 2012 年版 日本乳癌学会 

8 消化性潰瘍 患者さんと家族のための消化性潰瘍ガイドブック 日本消化器病学会 



 14

9 慢性膵炎 患者さんと家族のための慢性膵炎ガイドブック 日本消化器病学会 

10 胃食道逆流症 
患者さんと家族のための胃食道逆流症(GERD)ガイ

ドブック 
日本消化器病学会 

11 胆石症 患者さんと家族のための胆石症ガイドブック 日本消化器病学会 

12 肝硬変 患者さんと家族のための肝硬変ガイドブック 日本消化器病学会 

13 クローン病 患者さんと家族のためのクローン病ガイドブック 日本消化器病学会 

14 肺癌 よくわかる肺がん 西日本がん研究機構 

15 皮膚悪性腫瘍 皮膚科 Q&A「第 12 回 メラノーマ（ほくろのがん）」 
山本 明史 

日本皮膚科学会 

16 双極性障害 双極性障害（躁うつ病）とつきあうために 
日本うつ病学会 

双極性障害委員会 

17 

子宮頸癌 

子宮体癌 

卵巣がん 

患者さんとご家族のための子宮頸がん・子宮体が

ん・卵巣がん治療ガイドラインの解説 
日本婦人科腫瘍学会 

18 
上腕骨外側上

顆炎 

肘が痛い方のために 診療ガイドラインに基づいた

上腕骨外側上顆炎（テニス肘）ガイドブック 
日本整形外科学会 

19 
腰椎椎間板ヘ

ルニア 
患者さんのための腰椎椎間板ヘルニアガイドブック 日本整形外科学会 

20 
頚椎後縦靭帯

骨化 
患者さんのための頚椎後縦靭帯骨化症ガイドブック 日本整形外科学会 

21 
頚椎症性脊髄

症 

手足のしびれ、歩きにくい症状がある方に：診療ガイ

ドラインに基づいた頚椎症性脊髄症ガイドブック 
日本整形外科学会 

22 骨粗鬆症 
知って得する骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 

Q&A 2011 年版 

財団法人 骨粗鬆症財団（執筆：

細井 孝之） 

23 
原発性胆汁性

肝硬変 

患者さん・ご家族のための原発性胆汁性肝硬変（Ｐ

ＢＣ）ガイドブック 2013 

厚生労働省難治性疾患克服研

究事業「難治性の肝・胆道疾患

に関する調査研究」班 

※1～16 が掲載済。 
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2）Minds 版ガイドライン解説 
  Minds 版ガイドライン解説については、「小児急性中耳炎 改訂版」、「高血圧」、「口腔

癌」、「未熟児動脈管開存症」、「CKD」、「摂食・嚥下・構音障害」、「高尿酸血症・痛風」

の 7 疾患について作成・公開した。また、「脳卒中」については下案原稿を作成し、ガイ

ドライン作成委員・監修医への校閲・執筆依頼準備を行った。 
3）Minds 版やさしい解説 

Minds 版やさしい解説については、「前立腺癌」、「高血圧」、「口腔癌」、「慢性心不全」、

「虚血性心疾患」、「CKD」、「不整脈」、「骨粗鬆症」の 8 疾患について作成・公開した。

また、「認知症」、「線維筋痛症」、「褥瘡」、「脳卒中」については下案原稿を作成し、ガイ

ドライン作成委員・監修医への校閲依頼準備および公開に向けた準備を行った。 
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1.5. 活用しやすく、利便性の高いインターネット情報提供システムの改善 

【要約】 
平成 24 年度は、インターネット上のデータベースシステムである Minds システムの保

守・運用業務を実施した。これに加えて、より活用しやすく、利便性を高めるため、Minds
システムの改善を行った。本年度実施したシステムの改善は、ユーザーインターフェイス

に加えて、システムパフォーマンスやバックエンドシステムの改善を行った。 

 
【結果詳細】 
1）トップページ 
トップページは、デザインの変更を行った（図 1）。画像部分を少なくし、中央に一般向け

入り口、医療提供者向け入り口およびログインボタンを表示した。またお知らせ、レポー

トを全体的に上部に表示した。さらに英語版へのリンクを設置した。 

 

 
図 1 トップページ
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2）医療提供者向けページ 
医療提供者向けのメインの画面は、検索条件を STEP1～3 で表示し、詳細条件は折りたた

んで表示した。 
詳細条件では、刊行の期間、サイトへの掲載形態（HTML、PDF、外部リンク）、版（最新版、

旧版）の指定等が可能になっている。 
検索結果の表示は、掲載形式を表示し（HTML、PDF、外部リンク）、サマリー表示ボタンを

配置した。 

ガイドラインサマリーは、書誌情報および Minds 内関連情報を表示した。 

3）一般向けページ 

一般向けのメイン画面は、医療提供者向けと同様に検索条件が表示されている。STEP3 に

は、一般向けコンテンツの種類をリストした。 
一般向けの検索結果も医療提供者向け同様、サマリーを表示し、書誌情報および関連情報

を表示した。 
4）英語版 

Minds トップページに英語版へのリンクを設置した。 

English ページメイン画面では、文字化け防止のためすべて英語表記とした。English ペー

ジトップには、診療ガイドライン、レポート、Minds についてのタブを準備した。診療ガ

イドラインについては、疾患・テーマ別に掲載ガイドライン数を自動表示できるようにし

た。診療ガイドラン（CPGｓ）のタブ内では、疾患・テーマ単位で日本語版の有無、英語

版へのリンクを表示した。 
5）ボトムコンテンツの表示方法改善 
Minds サイトの検索は疾患横断で実施することできるが、一度ボトムコンテンツの閲覧を

行うと、その疾患内に入ってしまうことになり、検索結果を横断的に閲覧することができ

なかった。そこで、検索後もボトムコンテンツを疾患・テーマ横断的に閲覧することがで

きるように改善した。 
6）検索性の向上 
SQLServer のフルテキストエンジンを利用することで、全文検索を実現し、検索性の向上

を図った。はじめに DB 上にインデックスの設定を加え、フルテキスト・インデックス機

能を用いて検索用のカタログを作成し、全文検索に対応した。これによりレスポンスの向

上および検索精度の向上を実現した。 
7）サイト検索における範囲の見直し 
Minds のサイト内検索においては、検索対象の範囲を全体としていたため、旧版を含めた

すべてのコンテンツを対象に検索が行われており、検索精度が悪かった。そこで、検索の

対象範囲を絞り込むことで検索精度の向上を図った。 
8）検索条件の改修 
STEP1～3 の検索においては、一方向の検索しか想定していなかったため、STEP を前後し



 18

ながら検索を実施すると、同じ検索結果が得られなかった。そこで、STEP を前後しても検

索できるように検索ボタンを押下するごとに検索条件を見直して検索を実施するように改

善した。 
9）コクランコンテンツ登録の簡易化 
コクラン・レビュー・アブストラクトは、翻訳文を Word ファイルにて編集した後、HTML
ファイルに変換、HTML タグに小修正を加えてからバックエンドシステムより登録を行っ

ていた。これについて、直接 Word ファイルからバックエンドシステムにコンテンツの登録

を可能とし、システム内にて HTML ファイルの生成、XML ファイルの生成が行えるよう

に改善した。 
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2. 診療ガイドライン・医学情報等の評価 
2.1. 診療ガイドラインの科学的評価 

【要約】 
平成 24 年度は、平成 24 年及び平成 23 年に発行された文献を中心にスクリーニング作業

を進めた結果、123 件の文献が診療ガイドラインとして評価対象に挙がり、評価選定作業の

結果、51 件の診療ガイドラインが選定された。選定された 51 件の診療ガイドラインのうち

13 件が Minds のホームページ上に掲載され、さらに 44 件のガイドラインについてガイド

ラインサマリーを公開し、書誌情報や関連情報などの基本情報を掲載した（平成 25 年 3 月

末日現在）。 

 
【結果詳細】 
1）評価対象ガイドライン 

平成 24 年度中に計 24 回の診療ガイドライン評価会議を開催し、2 段階のスクリーニン

グの結果、AGREEⅡの評価対象となったガイドライン計 123 件の評価を行った。 
2）診療ガイドライン評価会議開催状況 

平成 24 年度は、合計 24 回の診療ガイドライン評価会議を開催した。 
3）診療ガイドライン選定部会開催状況 

平成 24 年度は、合計 6 回の診療ガイドライン選定部会を開催した。 
4）ガイドライン選定： 

AGREEⅡによる評価を行った結果を資料として診療ガイドライン選定部会にて選定審

議を行った結果、123 件のガイドラインのうち、51 件が選定された。 
5）利益相反（COI）への対応 

診療ガイドライン評価ワーキンググループメンバーには、事前に①所属学会および関

係学会、②作成に関与したガイドライン名（作成主体、作成年、出版社）について申告

いただき、さらに各評価会議の事前に評価担当となったガイドラインへの COI の有無に

ついても確認を行った。評価メンバーがガイドライン作成に関与していた場合には、あ

らかじめガイドライン評価は担当せず、また評価会議においても、該当するガイドライ

ンの討議中は席を外していただき、評価作業に参加しないようにした。 
6）AGREEⅡ日本語版作成 

平成 24 年度は、Step.2（第 2 工程）の日本語訳の最終調整を行った後、Step.3（第 3
工程）であるバックトランスレーションまで完了させた。 
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2.2. 医学文献等の科学的評価  

【要約】 
診療ガイドラインに関連する論文の構造化抄録である Minds アブストラクトについて

は、従来の構造化抄録フォーム、作成方法の見直しを行った。画期的で新しい研究成果が

発表されたなど、臨床上極めて重要度が高いと考えられる話題についての、各疾患領域の

診療ガイドラインを作成された先生によるミニレビューであるトピックスについては、執

筆要項、執筆項目の見直しを行い、Minds に診療ガイドラインを掲載している作成グルー

プ全体に一斉に執筆依頼を実施、執筆されたトピックスについて、EBM 普及啓発部会での

確認、執筆者の校正を踏まえて公開した。Minds アブストラクトは、作成自体を一時停止

している。トピックスは 36 件を公開した。なお、これらコンテンツの作成は EBM 普及啓

発部会により監督されている。 
 コクラン・レビュー・アブストラクトの日本語訳は、質の高いシステマティックレビュ

ーを収載したコクラン・ライブラリーから日本語翻訳対象のアブストラクトを選択してい

る。翻訳業者の素訳後、専門家に監訳していただいている。CPG レビューは、診療ガイド

ライン作成グループに執筆を依頼している。平成 23 年度は、コクラン・レビュー・アブス

トラクトの日本語訳 322 件、CPG レビュー4 件を公開した。これらコンテンツの作成は医

療技術評価部会により監督されている。 

 
（Minds アブストラクト、トピックスについては 1.2、コクラン・レビュー・アブストラク

トの日本語訳、CPG レビューについては 1.3 を参照。） 
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3. 診療ガイドライン作成支援  
【要約】 

・EBM データベースに掲載されている診療ガイドラインの作成者を主な対象とした診療ガ

イドライン作成グループ意見交換会を 2 回開催した。 
・診療ガイドライン作成を支援する目的で、診療ガイドライン作成に関するワークショッ

プを 3 回開催した。 
 
【結果詳細】 
3.1. 診療ガイドライン作成グループ連絡会議の定期開催（2 回／年） 

1）平成 24 年度第１回目（第 11 回）診療ガイドライン作成グループ意見交換会 
『診療ガイドライン世界の潮流～ガイドラインの新定義～』 

日時：2012 年 6 月 16 日(土) 13：00～17：00 
場所：公益財団法人日本医療機能評価機構 9 階ホール(東京 水道橋) 
参加者：106 名（講師・事務局スタッフ含む） 
プログラム： 

 時 間 内 容 演 者 

開会の挨拶 

山口 直人 
(Minds 担当理事、 

東京女子医科大学 教授) 

Minds 事業報告 Minds 事務局 第一部 13:00 – 14:15 

質疑応答  

 
14:15 – 14:30 休憩  

開会の挨拶 

14:30 – 14:55 

新 Minds 全体像 

山口 直人 
(Minds 担当理事、 

東京女子医科大学 教授) 
 

Minds 事務局 

第二部 

14:55 – 15:35 
【講演】 
診療ガイドラインの動向 
：IOM 新定義と AGREEII の概要 

中山 健夫 
(京都大学大学院 教授) 
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15:35 – 16:15 

【講演】 
GRADE システム 
：ガイドライン作成への貢献と 

今後の課題 

森實 敏夫 
(日本医療機能評価機構 客員研究主幹)

16:15 – 17:00 意見交換  

 閉会の挨拶 
河北 博文 

(日本医療機能評価機構  
副理事長兼専務理事) 

 
2）平成 24 年度第２回目（第 12 回）診療ガイドライン作成グループ意見交換会 
『～診療ガイドラインと Quality Indicator～』 
日時：2012 年 12 月 8 日(土) 13：30～17：00 
場所：大手町サンスカイルーム E 室(東京 大手町) 

 参加者：106 名（講師・事務局スタッフ含む） 
 プログラム： 

 時 間 内 容 演 者 

開会の挨拶 

山口 直人 
(Minds 担当理事、 

東京女子医科大学 教授) 

診療ガイドライン掲載に関連する 
報告とお願い 
・Minds の目指すもの 
・ＧＬ作成支援のための WS 開催概要 
・新 Minds 紹介 
・コンテンツ依頼事項 

山口 直人 
(Minds 担当理事、 

東京女子医科大学 教授) 
吉田 雅博 

(Minds 担当部長、 
国際医療福祉大学 教授) 

佐藤 康仁 
(Minds 客員研究員、 

東京女子医科大学 講師)、他 

第一部 13:30 – 14:45 
(75 分) 

質疑応答  
 14:45 – 15:00 

(15 分) 休憩  

15:00 – 15:05 
(5 分) 開会の挨拶 

山口 直人 
(Minds 担当理事、 

東京女子医科大学 教授) 

 
講演 

診療ガイドラインと 

Quality Indicator 

 

第二部 

15:05 – 15:45 
(40 分) 

Quality Indicator を用いた医療の質改善 
－聖路加国際病院と日本病院会の活動－

福井 次矢  
(聖路加国際病院 院長) 
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15:45– 16:25 
(40 分) Quality Indicator と Administrative Data 今中 雄一  

(京都大学 教授) 

16:25 – 17:00 
(35 分) 意見交換  

 閉会の挨拶 
山口 直人 

(Minds 担当理事、 
東京女子医科大学 教授) 
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3.2. 診療ガイドライン作成のためのワークショップの開催 
1）システマティックレビュー・メタアナリシスワークショップ 
日時：2012 年 10 月 6 日（土） 13:00～17:00 
場所：日本医療機能評価機構 
対象：Minds の委員会・部会等の先生 
参加者：20 名（講師・スタッフ含む） 
プログラム： 

開始   終了  内容 講師 

13:00 ～ 13:30  システマティックレビュー総論 福岡 敏雄 

13:30 ～ 14:00  診療ガイドライン：IOM, AHRQ and GRADE 中山 健夫 

14:00 ～ 14:45  システマティックレビューの質評価 森實 敏夫 

     （休憩：15 分）   

15:00 ～ 16:20  実習：システマティックレビューの質評価 
 

 

16:20 ～ 17:00  解説：システマティックレビューの質評価 森實 敏夫 

 
2）新しい診療ガイドラインの作成方法を紹介する診療ガイドライン作成ワークショップ

（会議）の開催 
（1）診療ガイドライン作成プレワークショップ 
日時：2013 年 3 月 2 日（土） 10:00～17:00 
場所：ベルサール神田 
対象：Minds 運営に携わる先生 
参加者：22 名（講師・スタッフ含む） 
プログラム： 

時間 内容 演者 

10:00～10:10 

(10 分) 
１．はじめに 山口 直人 

10:10～10:25 

(15 分) 

２．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 
森實 敏夫 

  
第一部 

セットアップからクリニカルクエスチョン設定まで 
  

10:25～10:35 

(10 分) 

３．セットアップ：診療ガイドラインをつくる前にや

っておくこと 
高橋 奈津子 
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10:35～10:45 

(10 分) 
４．患者参加と COI（利益相反） 奥村 晃子 

10:45～10:55 

(10 分) 
５．スコープ（SCOPE） 山口 直人 

10:55～11:15 

(20 分) 
６．クリニカルクエスチョン（CQ）設定 清原 康介 

11:15～12:15 

(60 分) 
【グループ実習①】CQ 設定 福岡 敏雄 

12:15～13:00 

(45 分) 
ランチョンミーティング   

  
第二部 

エビデンスの収集から推奨の決定まで 
  

13:00～13:10 

(10 分) 
７．エビデンスの収集 

河合 富士美 

小島原 典子 

13:10～13:40 

(30 分) 
８．エビデンス総体という考え方 吉田 雅博 

13:40～13:55 

(15 分) 
９．メタアナリシス 森實 敏夫 

13:55～14:55 

(60 分) 
【グループ実習②】エビデンスの評価と統合 

森實 敏夫 

吉田 雅博 

14:55～15:05 

(10 分） 
休憩   

15:05～15:25 

(20 分) 
10．推奨診療の提示と推奨の強さの決定 吉田 雅博 

15:25～16:25 

(40 分) 
【グループ実習③】エビデンスから推奨の決定 

森實 敏夫 

吉田 雅博 

  
第三部 

原案作成から公表まで 
  

16:25～16:35 

(10 分) 
11．外部評価と記載項目 畠山 洋輔 

16:35～16:45 

(10 分) 
12．AGREEⅡによる評価 奥村 晃子 

16:45～17:00 

(15 分) 
質疑応答   
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（2）診療ガイドライン作成ワークショップ検討会議 
日時：2013 年 3 月 20 日（水・祝） 10:00～17:00 
場所：日本医療機能評価機構 
対象：Minds に本文の掲載されている／掲載予定である診療ガイドライン作成グループ 
参加者：75 名（講師・スタッフ含む） 

プログラム： 

時間 内容 演者 

10:00～10:10 

(10 分) 
１．はじめに 山口 直人 

10:10～10:25 

(15 分) 

２．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 
森實 敏夫 

  
第一部 

セットアップからクリニカルクエスチョン設定まで 
  

10:25～10:35 

(10 分) 
３．セットアップ：診療ガイドラインをつくる前にやっておく

こと 
高橋 奈津子

10:35～10:45 

(10 分) 
４．患者参加と COI（利益相反） 奥村 晃子 

10:45～10:55 

(10 分) 
５．スコープ（SCOPE） 山口 直人 

10:55～11:15 

(20 分) 
６．クリニカルクエスチョン（CQ）設定 清原 康介 

11:15～11:55 

(40 分) 
【グループ実習①】CQ 設定 福岡 敏雄 

11:55～12:25 

(30 分) 
ランチョンミーティング   

  
第二部 

エビデンスの収集から推奨の決定まで 
  

12:25～12:35 

(10 分) 
７．エビデンスの収集 

河合 富士美

小島原 典子

12:35～13:05 

(30 分) 
８．エビデンスの評価と統合 吉田 雅博 

13:05～13:15 

(10 分) 
９．メタアナリシス 森實 敏夫 

13:15～14:35 

(80 分) 
【グループ実習②】エビデンスの評価と統合 

森實 敏夫 

吉田 雅博 

14:35～14:45 

(10 分） 
休憩   

14:45～15:05 

(20 分) 
10．推奨診療の提示と推奨の強さの決定 吉田 雅博 

15:05～16:05 

(60 分) 
【グループ実習③】エビデンスから推奨の決定 

森實 敏夫 

吉田 雅博 

16:05～16:20 

(15 分) 
質疑応答   
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第三部 

原案作成から公表まで 
  

16:20～16:30 

(10 分) 
11．記載項目と外部評価 畠山 洋輔 

16:30～16:40 

(10 分) 
12．AGREEⅡによる評価 奥村 晃子 

・アンケート結果 

 参加者に対してアンケートを実施した。アンケートの内容を踏まえて、平成 25 年度以

降のワークショップの内容について検討を行う。 
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3.3. 医学文献情報の提供 
【結果詳細】 
トピックス 36 件、コクラン・レビュー・アブストラクト日本語訳 322 件を公開した。診

療ガイドライン作成グループ意見交換会にてコンテンツを紹介し、作成グループへ紹介し

た。 
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4. EBM 普及啓発活動 

【要約】 
EBM 実践に関連する教育的な情報提供の充実を目的として、平成 25 年 1 月 27 日（日）

に第 11 回 EBM 研究フォーラム「患者と医療者のための診療ガイドライン～生活習慣病ガ

イドラインの重要ポイントはなにか？～」を日本医師会大講堂で（参加者 188 名）を開催

した。 

 

【結果詳細】 
4.1.EBM 研究フォーラム 
日時：2013 年 1 月 27 日(日) 13：00～17：00 
場所：日本医師会館大講堂 
主題：「患者と医療者のための診療ガイドライン～生活習慣病ガイドラインの重要ポイン

トはなにか？～」 
 参加者：188 名（申込者 268 名） 
時 間 内 容 演 者 

開会の挨拶 
井原 哲夫 

(日本医療機能評価機構 理事長) 

石井 安彦 
(厚生労働省医政局 

医療技術情報推進室 室長) 

13:00～
13:15 
(15 分) 

挨拶 
横倉 義武 

(日本医師会 会長) 

13:15～
13:45 
(30 分) 

【報告】Minds の現状 

山口 直人 
(Minds 担当理事、 

東京女子医科大学 教授) 
吉田 雅博 

(Minds 担当部長、 
国際医療福祉大学 教授) 

 シンポジウム 司会：篠原 幸人(立川病院 院長) 
中山 健夫(京都大学 教授)    

13:45～
14:25 
(40 分) 

【講演】① 痛風診療ガイドライン 山中 寿 

(東京女子医科大学 教授) 

14:25～
15:05 
(40 分) 

【講演】② 高血圧診療ガイドライン 島本 和明 
(札幌医科大学 学長)  

15:05～
15:45 
(40 分) 

【講演】③ 糖尿病診療ガイドライン 野田 光彦 
(国立国際医療研究センター病院 部長)



 30

15:45～
16:25 
(40 分) 

【講演】④ 脳卒中診療ガイドライン 篠原 幸人 
(立川病院 院長) 

16:25～
17:00 
(35 分) 

  ディスカッション  

 閉会の挨拶 
河北 博文 

(日本医療機能評価機構  
副理事長兼専務理事) 
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4.2. EBM 普及啓発のための参考情報の作成と公開 

【要約】 
 EBM 実践に関する啓発書について、EBM 普及啓発部会で検討を行い、コンテンツの作

成・掲載を決定した。また、公開の方法については、e ラーニングに関するイベント、学会

に参加し情報収集を進め、EBM 普及啓発部会で検討を行った。 

 
【結果詳細】 

1）一般向け総論 
（1）EBM・診療ガイドライン関連基礎知識解説 

企画内容を検討し、専門家への執筆依頼準備を行った。EBM 普及啓発部会において 3
件の掲載について承認が得られ、そのうち次の 2 件を掲載した（暫定版）。 
・「EBM とは？」 
・「高尿酸血症の 55 歳男性：服薬治療を始めた方が良いか？」 

（2）EBM・疫学・診療ガイドライン関連用語解説 
ガイドライン解説用語集から EBM・疫学・診療ガイドライン関連用語を抽出し、各

疾患別用語解説から統合版の用語解説を作成した。 
 2）医療提供者向け啓発書 

臨床の現場で EBM を実践することにより、より適切な医療を提供するコンピテンス

を身につけるための啓発書の作成を依頼し、EBM 普及啓発部会で掲載について決定し

た（未掲載）。 
 ・EBM スキルアップグレード 
   ユニット 1「クリニカルクエスチョンの作成」 

3）e ラーニング（情報収集） 
（1）「第 3 回教育 IT ソリューション EXPO」内「e ラーニングソリューションゾーン」 

日本最大の学校向け IT 専門展。 
会期：2012 年 5 月 16 日（水）～18 日（金） 
会場：東京ビッグサイト 
対象者：学校関係者・企業関係者 

 e ラーニングを実現する業者、最新の動向について調査を行った。数社からヒアリン

グを行い、現状の課題について整理した。 
（2）「教育システム情報学会」研究会「e ラーニング環境のデザインと組織マネージメ

ント／医療・看護・福祉分野における ICT 利用教育」 
 専門職教育に必要な知識や技能を修得するための ICT 活用教育法について議論。 
 日時：2012 年 5 月 18 日（金）10：00～17：55、19 日（土）10：00～14：20 

会場：放送大学（千葉市美浜区若葉 2-11）西研究棟 8F ラウンジ 
 e ラーニングの具体的実践についての報告について情報収集をした。 
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5. EBM に係る海外動向調査 
5.1. Guidelines International Network（G-I-N)への参加 

【要約】 
平成 24 年 8 月 22 日～8 月 25 日に、ドイツ、ベルリンにて開催された「第 9 回 G-I-N 

Conference」 へ 3 名が参加し、EBM および診療ガイドラインに関する情報収集と日本の

EBM 普及推進に関する取り組みについての情報発信を行った。 

 
【結果詳細】 
1）会議開催概要 

会議名：Guidelines International Network Conference 2012（第9回会議） 
主 題：Global Evidence – International Diversity 
会 長：Günter Ollenschläger先生[ÄZQ* (Ärztliches Zentrum für Qualität in der  

Medizin) 会長] 
会 場：ドイツ・ベルリン、ベルリン国際会議場（Berlin Congress Center） 
日 時：プレカンファレンス 8月22日、本会議 8月23日～25日（3日間） 
主 催：Guidelines International Network（GIN） 
参加者：参加者約500名（44カ国）、うち日本から6名（Minds 3名） 
演題数：311演題、うち日本から2 演題（Mindsから1演題、ポスター発表） 

 
2）会議内容の概要 
【G-I-N2012 プログラム】 
1．プレカンファレンス（学会前の講習会：2012.8.22、8：30－17：00） 
（1）Course on Guideline implementation 
（2）Course on GRADE 
（3）Course on Clinical guideline development 
（4）Course on Health economics in guidelines 
（5）German language satellite symposium 

2．学術集会プログラム 
1）プレナリーセッション（教育講演 5 項目 13 演題） 
（1）10 years of G-I-N: Lessons learned and future vision.  

 G-I-N2012 のミッション：ガイドラインの開発・適用・社会での活用に向けた取り

組みをリード・強化・支援すること 
 G-I-N2012 の目標：情報共有、ネットワークづくり、ガイドライン作成方法論・ガ

イドラインのアウトカムへの影響に関する検証方法についての意見交換 
 今後の展望：Cochrane Collaboration、AGREE Enterprise、ISQua、GRADE 

working group 他の国際組織との連携強化 
（2）One guideline methodology for all?  
① Overview of the DECIDE Project 

 ガイドラインを適用対象（医療者、患者・一般、行政等）に向け、より適切に普及

させるための GRADE システムに基づく新たな方法論（DECIDE: Developing and 
Evaluating Communication strategies to support Informed Decisions and 
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practice based on Evidence）の紹介 
② New developments in GRADE 

 エビデンスの評価や推奨の定式化のための基準を示す GRADE システムの紹介に加

え、COI に関する留意事項、エビデンスの表現方法、患者参加の方法、教育的取り

組み、今後の展望等、更新情報の紹介。 
（3）Do guidelines make a difference?  

  ① Towards International Standards for Clinical Practice Guidelines:  
the G-I-N Position Paper 

 質の高いガイドラインを特定するための要素（ガイドライン作成者の構成、作成方

法、意思決定方法、エビデンス評価方法、推奨の基本、エビデンスと推奨の評価、

外部評価、改訂方法、資金、COI の管理等）についての解説 
 ② Effects of guidelines on quality of care and patient outcomes 

 ガイドラインの効果、特に患者関連のアウトカムへの影響に関する研究報告が少な

いことについての問題提起。 
 医療現場でガイドラインが普及し適用されることを念頭においたガイドライン作成

→ガイドラインの普及と適用を支援するための具体案の提示（推奨の障壁や推奨に

関連する資源の明示、多様な方法・道筋の提示、教育的・実践支援ツールの開発等）

  ③ Performance measures methodology 
 パフォーマンスを測定するためには indicators が必要 
 よい Quality Indicators(QI)の基準とは：Valid/relevant（妥当な、関連性のある）、

Communicable（伝えやすい）、 Discriminative（識別可能）、Sensitive（感度の高

い）、Influencable、Practical（実用的） 
 ガイドラインの推奨から indicators の開発を行った事例紹介 

（4）Patient involvement in guideline development.  
 ガイドライン作成に患者参加を促すための国際的な working group である G-I-N 

PUBLIC の紹介 
 G-I-N PUBLIC が作成・発行する、ガイドライン作成者に対して効果的な患者参加

の方法を教示する G-I-N PUBLIC’s Patient & Public Involvement Toolkit の紹介 
 患者参加の実践例の紹介 

（5）Knowledge Translation 2020.  
① Translating evidence into patient-centered care: the challenge of the chronic 

patient 
 患者のゴールや環境に合わせて推奨を適用することの重要性 

② Guidelines for who, exactly? 
 医療者が想定する患者の好み・価値観と実際との乖離 
 主治医は、“患者の好み・価値観を診断”する必要がある 
 ガイドラインを医療者のみで作成することの危険性→“ガイドラインは誰のための

ものか？” 
 生物医学的なエビデンスのみで成り立つ推奨が解決法とは限らない 
 患者の意思決定を支援する 
 医療者にも役立つ患者・家族の支援ツール 

2）ワークショップ（小グループによる実習・討論）：11 演題 
3）パネルセッション（演者による討論会)：9 演題 
4）口  演：80 演題 
5）ポスタープログラム：198 演題 
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3）Minds からの情報発信 
Minds からの演題は以下の通りである。 

奥村晃子、他（ポスター発表）：「Dissemination and Evaluation of clinical practice 
guidelines in Japan－MINDS project as guideline clearinghouse－（日本における診療ガ

イドラインの作成状況と評価―ガイドラインクリアリングハウスとしてのMindsの取り組

み）」 

＊尚、ポスター発表会場では、発表ポスター下に Minds のポスターおよびリーフレットを

設置した。 
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5.2. Cochrane Colloquium への参加 

【要約】 
平成 24 年 9 月 29 日～10 月 3 日に、ニュージーランド、オークランドにて開催された「第

20 回コクラン・コロキウム」 へ 2 名が参加し、コクラン共同計画およびシステマティック

レビューに関する情報収集を行った。 

 
【結果詳細】  
1）会議開催概要 

会議名： Cochrane Colloquim2012(第20回会議) 
会 場：Pullman Hotel, Auckland, New Zealand 
日 時：プレワークショップ 9月29日、本会議 9月30日～10月3日(4日間) 
参加者：517名(42ヵ国)、うち、日本から13名(Minds 2名) 
演題数：ポスター発表196演題、うち日本からは2演題 

 
2）会議内容の概要 
【Cochrane Colloquium 2012 プログラム】 
1．プレワークショップ 

1.1.1 Summary of Findings and Assessment of Quality of Evidence: GRADE 
Workshop for editorial teams and others 

1.1.2 Guideline Implementation Course 
1.1.3 How to get published in high impact journals 

 
2 学術集会プログラム 

1.2 プレナリーセッション(教育講演 5 項目 18 演題) 
1.2.1 Rational thinking about health care 

ヘルスケアにおける意思決定での transparency (透明性)の概念の紹介。

消費者にとって信頼できるエビデンスがいかに重要か。 
1.2.1.1 Transparency in health care decisions – possible or a pipe dream? 
1.2.1.2 Cochrane evidence: a credible source for consumers and policy 

1.2.2 Producing the best evidence, delivering the greatest impact 
質が高いエビデンスを提供し、強いインパクトを与えていくため、コク

ラン・レビューをどのように改善していくか。 
1.2.2.1 Exploiting innovations in technology, including our existing 

systems, to improve the efficiency of review production 
1.2.2.2 How can Cochrane maintain and develop quality of its reviews 

whilst providing an excellent author experience? 
1.2.2.3 Utility, impact and the editorial process: is it time for a radical 

re-think? 
1.2.2.4 Implementing our strategic vision: progress and our work 

programmes 
1.2.2.5 How can we deliver knowledge to decision makers globally and 

more effectively? 
1.2.3 Beyond healthcare decisions: systematic reviews as a tool for informing 

future research and research methodology 
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方法論と統計的手法に着目して、将来の研究や研究手法にシステマティ

ックレビューがどのように役立つか。 
1.2.3.1 Cochrane reviews and the development of systematic review 

methodology 
1.2.3.2 Personalized medicine: effects on patients, effects on researchers, 

effects on policy 
1.2.3.3 The use of network meta-analysis in Cochrane reviews: concerns 

and future directions 
1.2.4 It’s about connections 

ヘルスケア提供者、受給者、政策立案者、ヘルスケア支援者、ヘルスケ

アを報じるメディアと、より良い協力関係を築くために。 
1.2.4.1 Connecting the knowledge: Pearls of wisdom 
1.2.4.2 Connections in action 
1.2.4.3 Connecting with policy makers 
1.2.4.4 Connecting to the media 

1.2.5 Better global health 
昨年のニュージーランドの地震の情報も含め、ヘルスケア従事者が緊急

時に直面するジレンマに焦点を当てた話、コクラン・レビューを臨床と

関連付ける話、20 年を振り返った話など。 
1.2.5.1 How could systematic reviews assist in emergency planning? 
1.2.5.2 Lessons from how New Zealand has achieved value for money in 

drug purchasing 
1.2.5.3 Making Cochrane Reviews clinically relevant 
1.2.5.4 Almost 20 years of global evidence – did it help? 

 
1.3 ワークショップ(小グループによる実習・討論): 55 演題 
1.4 ショート シンポジウム: 8 項目 31 演題 
1.5 口演: 68 演題 
1.6 Meeting: 87  
1.7 ポスターセッション: 196 演題 
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5.3. The International Society for Quality in Health Care (ISQua) International 
Conference への参加 

【要約】 
平成 24年 10 月 21日～10 月 24日に、スイス、ジュネーヴにて開催された「第 29回 ISQua

国際会議」 へ 2 名が参加し、EBM および患者中心医療、医療安全や医療の質向上に向け

た教育など、諸外国における各種最新情報に関する情報収集と日本の EBM 普及推進に関す

る取り組みについて情報発信を行った。 

 
【結果詳細】 
1）会議開催概要 

会議名：The International Society for Quality in Health Care(ISQua), 29thInternational 
Comference 

主 題：「Advancing Quality and Safety for All -Now and in the Future」 
会議長：Dr Tracey Cooper 
会 場：International Conference Center Geneva(CICG) 
日 時：プレカンファレンス 10月21日、本会議 10月22日～10月24日(4日間) 
参加者：1200名(68ヵ国)、うち、日本医療機能評価機構6名(Minds 2名) 
演題数：教育口演6演題、口答発表260演題、ポスター発表300演題（うちMindsからは2演
題） 

 
2）会議内容の概要 
【ISQua2012 プログラム】 
１．プレカンファレンス（ 学会前の講習会：2012.10.21: 8：30－17：00） 
Session 1: Accreditation Symposium:  The many faces of External Evaluation 
Session 2: Indicator Summit: Strengthening the information infrastructure for Quality 
Session 3: Best Practice Implementation through Clinical Programs 
Session 4: WHO Workshop: From research to action: a practical guide for achieving 

evidence informed policy-making 
２．本会議主要テーマ 
（1）Patient Centered Care 
（2）Education in Safety and Quality 
（3）Governance, Leadership and Health Policy 
（4）Patient Safety Systems 
（5）Measuring Service Performance and Outcomes 
（6）Integrated Care and Interface with Primary and Social Care 
（7）Innovative Technologies using e-health and Health Technology Assessment 
（8）Quality and Safety in Transitional and Developing Countries 
（9）Accreditation and Regulation of Systems and Professionals 
3. EBM・診療ガイドライン関連情報（注目した発表） 
（1）Best practice implementation through clinical programs 
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10 月 21 日（日）に開催されたプレカンファレンス「Best practice implementation 
through clinical programs」では、研究成果、エビデンスを臨床で活用するために必要

な要素やバリアーに関する発表が行われた。EBM(Evidence-based Medicine)の経緯

や概要が説明された後、“EBM in 2012”という言葉が掲げられ、EBM に求められる

要素として、医療の質・一貫性・信頼性を示すこと、医療資源・コストに基づくアプ

ローチ、診療ガイドラインの遵守やアウトカム指標に焦点を当てた評価を行うことが

挙げられていた。また、EBM が医療現場で実践されるためには、強力なリーダシップ、

一貫性のある介入、患者-医療者-病院管理者-行政間の連携、特に患者-医療者間の対話・

協力が必要不可欠であることが強調されていた。 
（2）Patient-centered approach in clinical guidelines 

診療ガイドラインに関する患者視点を尊重した取り組みについて、オランダからの発

表があった。診療ガイドラインの開発と実際の診療において、治療介入の目標設定の

際に、臨床データのみならず、心理・社会的側面も包括する健康関連 QOL
（health-related quality of life; HRQOL）と WHO（世界保健機関）が提唱した国際

生活機能分類（international classification of functioning; ICF）を組み込むことが提

案されていた。ICF は、個人因子と環境因子から身体・活動・参加の三つの側面を捉

え、健康状態（疾病や障害）を考察していくモデルだが、健康問題をあらゆる側面か

ら評価できるため、診療ガイドライン開発や患者のアウトカム評価に利用できるとい

うものである。患者の価値観や治療上の好みを取り入れる方法としては、患者と医療

者がともに意思決定を行うこと（shared decision making: SDM）の重要性が強調され

ており、SDM の実践により、患者は治療過程で目標設定においても主体的に関わるこ

とができるとし、診療ガイドラインは患者の意思決定をサポートするツールとして機

能すべきであるとまとめられていた。 
   
3）Minds からの情報発信 

Minds からの演題は以下の通りである。 

・ 奥村晃子、他（口答発表）：「DEVELOPMENT OF EVIDENCE-BASED 
INFORMATION TOOL FOR PUBLIC IN JAPAN: SUPPORT FOR EFFECTIVE 
UTILIZATION OF CINICAL PRACTICE GUIDELINES」（日本における根拠に

基づく一般向け情報ツールの開発：診療ガイドラインの有効活用に向けての支援）： 
Mindsで提供している、学会版ガイドライン解説、Minds版ガイドライン解説・や

さしい解説の開発方法と普及・利用状況に関する報告 
・ 山口直人、他（ポスター発表）：「WEB-BASED IMPLEMENTATION AND 

DISSEMINATION OF CLINICAL PRAACTICE GUIDELINES IN JAPAN: 
ROLE OF MINDS」（日本における診療ガイドラインのwebを通じた提供と普及：

Mindsの役割）： Mindsにおける診療ガイドラインの網羅的な検索、系統的な評
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価、総合的な視点による選定に基づくガイドライン評価選定作業の現況に関する報

告 

※ 尚、ポスター発表会場では、発表ポスター下に Minds のポスターおよびリーフレ

ットを設置した。 
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5.4. 海外主要文献等の調査 
【要約】 

平成 24 年度は、海外の EBM・診療ガイドラインに関する最新情報・動向として、ガイ

ドライン作成方法全般、ガイドライン適応、GRADE、システマティックレビュー、ガイド

ライン作成における患者参加、ガイドラインの定義・基準、循環器ガイドラインの国際比

較について調査した。 

 
【結果詳細】 
調査結果と報告は以下の通りである。 

・ガイドライン作成方法全般：森實 敏夫 

・ガイドライン適応（Guideline Adaptation）：山口 直人 

・GIN2012 －GRADE システムについて－：吉田 雅博 

・システマティックレビューについて～コクランを中心にまとめる～：菊田 健太郎 

・診療ガイドライン作成における患者参加：奥村 晃子 

・IOM: 「信頼できる診療ガイドライン」について：畠山 洋輔 

・慢性心不全診療ガイドラインの国際比較：清原 康介 
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6. お問い合わせ対応体制 
6.1. 対応体制の充実（ガイドライン作成グループとの連携強化） 

（開催概要については、3.1 を参照。） 
 
6.2. お問い合わせページの充実、ご相談ページの充実 

EBM データベースの「お問い合わせ」「ご依頼」のコーナー等において、データベース

利用者からの Minds サイトおよび診療ガイドラインなどに関する問合わせ等に対応した。 
平成 24 年度の問い合わせ件数は合計 149 件であり、問い合わせ内容の概要は以下の通りで

ある。 
■ユーザー登録について：60 件 
リンク希望：19 件 
依頼：24 件（内訳：転載・引用依頼 13 件、講演依頼 1 件、ガイドライン掲載依頼 7 件、

その他の依頼 3 件） 
その他の質問：44 件、ご意見・ご感想：2 件 
合計：149 件
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7. 実施体制 
7.1. 運営委員会(2 回開催) 
本事業の円滑な実施を図るため、EBM 専門家、医療提供者、患者代表などによって構成

された「EBM(根拠に基づく医療)普及推進事業 運営委員会」を設置し、事業の運営方針等

について 2 回の会議を行った。 
 
7.2. 診療ガイドライン選定部会(6 回開催) 
本事業では、診療ガイドライン等の各種医療情報の収集、評価、提供を行うために、日

本における EBM 普及に関するリーダー的な多数の外部有識者による審議を行う体制を構

築、強化し、6 回の会議を行った。 
 
7.2.1. 診療ガイドライン評価会議(24 回開催) 
 収集された診療ガイドラインを評価するために、12 人の外部有識者（全員がガイドライ 
ン作成に携わっている専門医師）と事務局で、診療ガイドライン評価ワーキング会議を開 
催した。評価方法の検討会を含め、平成 24 年度中に計 24 回のガイドライン評価会議を開 
催し、スクリーニングの結果、AGREEⅡの評価対象となったガイドライン計 123 件の評価 
を行った。 
 
7.3. 医療技術評価部会(6 回開催) 
 EBM に関連する国際的な動向の把握と情報提供に関しては、外部有識者を中心に構成さ

れた、専門部会である医療技術評価部会において審議された。平成 24 年度は 5 回開催され

た。 
 
7.4. EBM 普及啓発部会(6 回開催) 
 EBM 実践に関する啓発書や教育ツールの開発に関しては、外部有識者を中心に構成され

た、専門部会である医学文献評価選定部会において審議された。平成 24 年度は 6 回開催さ

れた。 
 
7.5. 作業部会(4 回開催) 
 前述のように、診療ガイドライン選定部会、医学文献評価選定部会、医療技術評価部会

の３部会は外部有識者による専門部会である。これらを円滑に運営し、事業の詳細な進捗

管理や Minds 全体の実務を調整・管理する体制として、作業部会を設置した。平成 24 年

度は 4 回開催された。 



Minds疾患別掲載内容一覧 資料

（2013年3月19日現在）

ガイドライン
ダイジェスト･
付録・普及

Minds
アブストラクト

コクラン・
レビュー

トピックス CPGレビュー ガイドライン やさしい解説
ガイドライン

解説

1 アキレス腱断裂 ○ - ○（1） ○(1） ○

2 アルツハイマー型痴呆 ○（52） ○（76） ○(1） ○

3 ANCA関連血管炎 ○

4 胃潰瘍 ○（2） ○（22）*7 ○（15） ○

5 胃癌 ○ ○（15） ○（6） ○(1） ○ ○ ○

6 胃がん検診 ○ ○（3） - ○(2） ○ ○ ○ ○

7 胃食道逆流症（GERD） ○ ○(2） ○

8 インプラント画像診断 ○ - ○（11） ○

9 潰瘍性大腸炎 ○ - ○（26） ○(1） ○ ○

10 う蝕 ○ ○(1)

11 顎関節症 ○（3） ○（1） ○(2）

12 カンガルーケア ○ ○*6 - ○（1） ○(1） ○*6

13 肝癌 ○（2） ○（59） ○（18） ○ ○

14 肝硬変 ○ ○（1） ○

15 がん患者の呼吸器症状 ○

16 がん患者の消化器症状 ○

17 がんケア[苦痛緩和のための鎮静] ○

18 がんケア[がん疼痛の薬物療法] ○ ○(6） ○(1）

19 がんケア〔制吐薬適正使用〕 ○

20 急性心筋梗塞 ○ ○（211）*7 ○（40） ○(1） ○ ○

21 急性膵炎 ○（2） ○ ○（20） ○（4） ○ ○ ○

22 急性胆管炎・胆嚢炎 ○ ○（9） ○（21） ○ ○ ○

23 虚血性心疾患 ○ - ○（28） ○

24 禁煙 ○（41）

25 クモ膜下出血 ○*2 ○（70）*7 ○（93） ○*1 ○

26 クローン病 ○（2） ○

27 頚椎後縦靭帯骨化症 ○（2） - - ○(2） ○

28 頚椎症性脊髄症 ○ - ○（1） ○

29 健康診査の健診項目 ○ - ○（1） ○ ○ ○

30 原発性胆汁性肝硬変(PBC) ○ ○（1） ○（1）

31 口腔癌 ○ ○(1) ○ ○ ○

32 高血圧 ○（2） ○（104）*7 ○（45） ○(3） ○ ○ ○

33 甲状腺腫瘍 ○ ○（1） ○（1）

34 高尿酸血症・痛風 ○ ○（8） ○(1) ○

35 骨・関節術後感染 ○ - ○（10） ○(2) ○

36 骨粗鬆症 ○（2） - ○（24） ○(1) ○ ○

37 CKD（慢性腎臓病） ○ ○(11) ○(1) ○ ○ ○

38 歯科 - ○（119）

39 子宮頸癌 ○（2） - ○（25） ○(2） ○（2）

40 子宮頸がん検診 ○ - ○(1) ○（2） ○

41 子宮体がん ○（2） - ○（20） ○(3） ○ ○

42 歯周病 ○

43 歯周病（糖尿病患者） ○ - - ○(3) ○ ○

44 周産期 ○

45 周産期ドメスティックバイオレンス ○ ○（30） ○（3） ○ ○ ○

46 消化性潰瘍 ○ ○（2） ○

47 小児急性中耳炎 ○ ○（5） ○（16） ○(2） ○（2） ○ ○ ○

48 静脈内鎮静法（歯科） ○ ○(1)

49 上腕骨外側上顆炎 ○ - ○（5）

50 褥瘡 ○（2） - ○（13） ○

51 食道癌 ○ - ○（4） ○(3） ○(2） ○

52 新生児・乳児ビタミンＫ欠乏性出血症 ○ ○(1)

No. 疾患名（五十音順）
一般向け医療提供者向け
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Minds疾患別掲載内容一覧 資料

ガイドライン
ダイジェスト･
付録・普及

Minds
アブストラクト

コクラン・
レビュー

トピックス CPGレビュー ガイドライン やさしい解説
ガイドライン

解説

No. 疾患名（五十音順）
一般向け医療提供者向け

53 腎移植後サイトメガロウイルス感染症 ○

54 腎移植後内科・小児科系合併症 ○ ○(1)

55 腎癌 ○（2） - ○（1） ○(3） ○(2） ○

56 膵癌 ○（2） ○（12） ○（6） ○(1） ○ ○

57 脊髄損傷における排尿障害 ○ ○(1）

58 摂食・嚥下障害,構音障害 ○ ○（2） ○(1） ○

59 線維筋痛症 ○ ○(1）

60 前十字靱帯(ACL)損傷 ○ - ○（3）

61 喘息 ○（3）*4 ○ ○（142） ○（138） ○(6) ○ ○ ○

62 前立腺癌 ○ ○（21）*7 ○(15) ○

63 前立腺がん検診 ○ - ○（1） ○(1) ○

64 前立腺肥大症 ○ ○（69）*7 ○(8) ○(4) ○(2） ○

65 双極性障害 ○（2） ○（5） ○

66 大腿骨頚部/転子部骨折 ○（2） ○（34） ○（32） ○(1) ○(2）

67 大腸癌 ○（3） - ○（44） ○ ○

68 大腸がん検診 ○ ○（3） ○（2） ○(1) ○ ○ ○

69 多発性硬化症 ○ ○（4）

70 胆石症 ○ ○

71 胆道癌 ○ - ○（2） ○

72 頭頸部癌 ○（33） ○(1)

73 てんかん ○ ○（9） ○(1)

74 橈骨遠位端骨折 ○(1)

75 透析患者のC型ウイルス肝炎 ○

76 糖尿病 ○（3） ○（231）*3*7 ○（97） ○(6) ○ ○ ○

77 特発性正常圧水頭症 ○（2） ○（7） ○（1） ○(1) ○

78 軟部腫瘍 ○ - ○（5） ○

79 乳癌 ○（5）*5 ○（18） ○（43） ○ ○

80 尿失禁 ○ ○（84）*7 ○（34） ○(2) ○ ○

81 尿路結石症 ○ ○（17） ○（2） ○(2) ○

82 妊娠高血圧症候群(PIH)管理 ○

83 妊娠出産ケア ○ - ○（262） ○(1) ○ ○

84 妊娠・出産・新生児 ○ ○（92） ○(1)

85 認知症疾患 ○（2） ○（4）

86 脳梗塞 ○*2 ○（14）*7 ○（166） ○*1 ○

87 脳出血 ○*2 ○（14）*7 ○（107） ○(1) ○(2)*1

88 脳卒中 ○ ○（32）

89 肺癌 ○（2） ○（61） ○（28） ○ ○

90 肺がん検診 ○ ○（5） ○（1） ○(2) ○ ○ ○ ○

91 白内障 ○ ○（70）*3 ○（13） ○(2) ○ ○ ○

92 鼻アレルギー ○*4 ○（2）*4 ○（90） ○（8） ○(5) ○ ○*4

93 歯の欠損の補綴 ○ - - ○(3)

94 パーキンソン病 ○ ○（4） ○(1)

95 非歯原性歯痛 ○ ○(1)

96 皮膚悪性腫瘍 ○ ○（6） ○（7） ○(1) ○ ○ ○

97 婦人科疾患 ○ ○（14） ○(1)

98 不整脈 ○ - ○（5） ○

99 変形性股関節症 ○ - ○（2） ○(1) ○

100 膀胱癌 ○ ○（3） ○(1)

101 慢性心不全 ○ - ○（15） ○

102 慢性膵炎 ○ ○

103 慢性頭痛 ○ - ○（19） ○(2) ○ ○ ○

104 未熟児動脈管開存症 ○ ○（30） ○（1） ○
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Minds疾患別掲載内容一覧 資料

ガイドライン
ダイジェスト･
付録・普及

Minds
アブストラクト

コクラン・
レビュー

トピックス CPGレビュー ガイドライン やさしい解説
ガイドライン

解説

No. 疾患名（五十音順）
一般向け医療提供者向け

105 有床義歯補綴 ○ ○(3) ○

106 腰椎椎間板ヘルニア ○（2） ○（17）*7 ○（4） ○(1)*7

107 腰痛 ○ ○（43）*7 ○（33） ○(1)*7 ○

108 腰部脊柱管狭窄症 ○ ○(1)

109 腸重積症 ○

110 救急蘇生 ○

111 卵巣がん ○（2） - ○（28） ○(2) ○

掲載疾患数合計 106 4 35 77 65 38 29 32 28

件数合計※ 137 5 1,618 1,992 100 44 - - -

　　　　 ：改訂版が出版されているが、未掲載のもの

○：掲載済みコンテンツ（数字は件数）

-：作成未対象

*6：普及版があるもの *7：重複があるもの

※件数合計の数は、ガイドライン冊通の合計（乳癌は５冊ある為、鼻アレルギーは付録とダイジェストがある為）。

*2：改訂版が『脳卒中治療ガイドライン2009』として出版されているもの     *3：暫定版を含む

*4：改訂版（2009年版）があるもの      *5：改訂版（2007年版）1冊、改訂版（2008年版）4冊があるもの

*1：「CPGレビュー：脳卒中」を掲載しているもの
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