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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

実践に役立つ診療ガイドラインの作成、普及、そして活用を推進することで、

EBM の普及推進に努めているが、公益財団法人日本医療機能評価機構が平成 14

年度から実施している EBM 普及推進事業（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。平成 23 年度からは、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

て事業を実施している。3 年目にあたる平成 25 年度は、引き続き、事業内容

のさらなる充実に向けた取り組みを行った。 

平成 25 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 
1.1. 診療ガイドラインデータベース 

【要約】 

日本で作成・公開されているエビデンス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 25 年度の文献検索作業の結果、平成 23 年 1 月から平成 26 年 3 月までに発行され

た文献は合計 1161 件であり、これらのうち、新規に把握された文献は 234 件であった。ス

クリーニングの結果、88 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、42 件の診療ガイドラインが選定された。 

ガイドライン掲載については、平成 23 年度に選定した 44 件のうち 34 件は 24 年度まで

に掲載済であり、本年度は 4 件掲載した。平成 24 年度に選定した 51 件のうち 13 件は 24

年度までに掲載済であり本年度は 30 件掲載、平成 25 年度（本年度）は、選定した 42 件の

うち 17 件を掲載し、合計 51 件の診療ガイドラインを Minds のホームページ上に掲載し

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 25 年度は 5 件の英

語版ガイドラインを選定し、3 件を掲載した。 

【結果詳細】 

1) 検索結果： 

平成 25 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 142 件、論文データ

ベースから 24 件、報告書データベースから 68 件、合計 234 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 25（2013）年度ガ

イドライン検索結果一覧」に示す。 

 

表 1 平成 25(2013)年度 ガイドライン検索結果一覧 

ガイドライン/文献発行年 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 26 年 
【~3 月末検索時点】 

37（37） 0 0 

平成 25 年 120（94） 35（24） 53（53） 

平成 24 年 168（7） 68（0） 33（15） 

平成 23 年 261（4） 114（0） 272（0） 

合計 586（142） 217（24） 358（68） 

※ 上記の（ ）内は、平成 25 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 25 年度中に計 20 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 88 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、88 件のガイドラインのうち、42 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 25（2013）年度選定ガイドライン一覧 」に示す。 

 

表 2 平成 25(2013)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 
筋萎縮性側索硬化症診療ガイド

ライン 2013 
2013.12 第 2 版 日本神経学会 

2 
子宮体がん治療ガイドライン

2013 年版 
2013.12 第 3 版 日本婦人科腫瘍学会  

3 
G-CSF 適正使用ガイドライン 
2013 年版  

2013.11 第 2 版 日本癌治療学会 

4 
小児慢性機能性便秘症診療ガイ

ドライン 2013 
2013.11 第 1 版

日本小児栄養消化器肝臓学会

日本小児消化管機能研究会 

5 
女性下部尿路症状診療ガイドラ

イン 2013 
2013.11 第 1 版 日本排尿機能学会 

6 CKD 診療ガイドライン 2013 2013.10 第 2 版 日本腎臓学会 

7 肝癌診療ガイドライン 2013 2013.10 第 3 版 日本肝臓学会 

8 
膵癌診療ガイドライン改訂版 
2013 

2013.10 第 3 版 日本膵臓学会 

9 
造血器腫瘍診療ガイドライン 
2013 

2013.10 第 1 版 日本血液学会 

10 
小児特発性ネフローゼ症候群診

療ガイドライン 2013 
2013.09 第 1 版 日本小児腎臓病学会 

11 
尿路結石症診療ガイドライン第

2 版 2013 
2013.09 第 2 版

日本泌尿器科学会、日本泌尿

器内視鏡学会、日本尿路結石

症学会  

12 
画像診断ガイドライン 2013 年

版 
2013.07 第 1 版

日本医学放射線学会、日本放

射線科専門医会・医会 
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13 
小児急性中耳炎診療ガイドライ

ン 2013 年版 
2013.07 第 3 版

日本耳科学会、日本小児耳鼻

咽喉科学会、 日本耳鼻咽喉科

感染症・エアロゾル学会 

14 
科学的根拠に基づく乳癌診療ガ

イドライン 
 ①治療編 2013 年版 

2013.06 第 2 版 日本乳癌学会  

15 
科学的根拠に基づく乳癌診療ガ

イドライン 
 ②疫学・診断編 2013 年版 

2013.06 第 2 版 日本乳癌学会  

16 
科学的根拠に基づく糖尿病診療

ガイドライン 2013 
2013.06 第 4 版 日本糖尿病学会 

17 
ギランバレー症候群／フィッシ

ャー症候群診療ガイドライン 
2013 

2013.06 第 1 版 日本神経学会 

18 
頭頚部癌診療ガイドライン

2013 年版 
2013.06 第 2 版 日本頭頸部癌学会 

19 

慢性炎症性脱髄性多発根ニュー

ロパチー／多巣性運動ニューロ

パチー診療ガイドライン第 4 版 
2013 

2013.06 第 1 版 日本神経学会 

20 
科学的根拠に基づく口腔癌診療

ガイドライン第 2 版 2013 
2013.05 第 2 版

日本口腔腫瘍学会、日本口腔

外科学会 

21 
気管吸引ガイドライン改訂第 1
版 2012 

2013.05 第 2 版
気管吸引ガイドライン改訂ワ

ーキンググループ 

22 血尿診断ガイドライン 2013 2013.05 第 1 版

日本腎臓学会、日本泌尿器科

学会、日本小児腎臓病学会、

日本臨床検査医学会、日本臨

床衛生検査技師会 

23 
静脈経腸栄養ガイドライン 第 3
版 2013 

2013.05 第 3 版 日本静脈経腸栄養学会 

24 
慢性頭痛の診療ガイドライン 
2013 

2013.05 第 2 版 日本神経学会、日本頭痛学会

25 
がんのリハビリテーションガイ

ドライン 2013 
2013.04 第 1 版

日本リハビリテーション医学

会 

26 
閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対

する口腔内装置に関する診療ガ

イドライン 2013 
2013.04 第 1 版 NPO 法人日本睡眠歯科学会 

27 
血管腫・血管奇形診療ガイドラ

イン 2013 
2013.03 第 1 版

日本形成外科学会 
日本 IVR 学会 

28 
線維筋痛症診療ガイドライン 
2013 

2013.03 第 1 版 日本線維筋痛症学会 
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29 
急性胆管炎・胆嚢炎診療ガイド

ライン第 2 版 2013 
2013.03 第 2 版

日本腹部救急医学会、日本肝

胆膵外科学会、日本胆道学会、

日本外科感染症学会、日本医

学放射線学会 

30 

母親が望む安全で満足な妊娠出

産に関する全国調査ー科学的根

拠に基づく快適で安全な妊娠出

産のための 
ガイドラインの改訂 2013 

2013.03 第 2 版
厚生労働省科学研究費補助金

分担研究 

31 
ICU 感染防止ガイドライン改訂

第 2 版 2013 
2013.02 第 2 版

国立大学病院集中治療部協議

会 

32 
進行性多巣性白質脳症診療ガイ

ドライン 2013 
2013.01 第 1 版

厚生労働科学研究費補助金難

治性疾患克服研究事業 

33 
定位・機能神経外科治療ガイド

ライン第 2 版 2013 
2013.01 第 2 版 日本定位・機能神経外科学会

34 
川崎病急性期治療のガイドライ

ン改訂版 2012 
2012.12 第 2 版

川崎病急性期治療のガイドラ

イン作成委員会 

35 
急性呼吸不全による人工呼吸患

者の栄養管理ガイドライン 
2011 

2012.05 第 2 版 日本呼吸療法医学会 

36 
アミロイドーシス診療ガイドラ

イン 2010 
2010.12 第 1 版

アミロイドーシスに関する調

査研究班 

37 
GIST 診療ガイドライン第 2 版

補訂版 2010 
2010.11 第 2 版

日本癌治療学会,日本胃癌学

会,GIST 研究会 

38 
円形脱毛症診療ガイドライン 
2010 

2010.08 第 1 版 日本皮膚科学会  

39 
顎関節症診療ガイドライン 1
2010 

2010.07 第 1 版 日本顎関節学会 

40 
原発不明がん診療ガイドライン 
2010 

2010.05 第 1 版 日本臨床腫瘍学会 

41 
新生児慢性肺疾患の診療指針改

訂 2 版 2010 
2010.03 第 2 版

田村正徳、,森臨太郎、藤村正

哲 

42 
ＮＩＣＵにおける呼吸理学療法

ガイドライン（第 2 報） 2010 
2010.02 第 2 版

NICU における呼吸理学療法

ガイドライン検討委員会 

 

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 

ガイドライン掲載については、平成 23 年度に選定した 44 件のうち 34 件は 24 年度まで

に掲載済であり、本年度は 4 件掲載した。平成 24 年度に選定した 51 件のうち 13 件は 24
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年度までに掲載済であり本年度は 30 件掲載、平成 25 年度（本年度）は、選定した 42 件の

うち 17 件を掲載し、合計 51 件の診療ガイドラインを Minds のホームページ上に掲載し

た。 

掲載形式は、PDF 形式が 25 件、リンクが 16 件、HTML が 10 件であった。平成 25 年度

に掲載された診療ガイドラインについては、表 3「平成 25（2013）年度掲載診療ガイドラ

イン」に示す。 

表 3 平成 25（2013）年度 掲載診療ガイドライン 

No. ガイドライン名 監修学会等 発行年 発行元 
掲載日 

掲載形式 

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 
日本緩和医療学会 2013 金原出版 

2013.12.03
リンク 

2 
急性胆管炎・胆嚢炎診療ガ

イドライン 2013 

日本腹部救急医学会・日

本肝胆膵外科学会・日本

胆道学会・日本外科感染

症学会・日本医学放射線

医学会 

2013 
医学図書

出版 
2014.03.18
PDF 

3 

進行性多巣性白質脳症

(Progressive Multifocal 
Leukoencephalopathy : 
PML)診療ガイドライン

2013 

厚生労働科学研究費補助

金 難治性疾患等克服研

究事業（難治性疾患克服

研究事業） プリオン病

及び遅延性ウイルス感染

症に関する調査研究班 

2013 研究班 2013.10.08
PDF 

4 
気管吸引ガイドライン

2013 （成人で人工気道を

有する患者のための） 
日本呼吸療法医学会 2013 

『人工呼

吸』日本

呼吸療法

医学会 

2013.12.25
PDF 

5 
線維筋痛症診療ガイドライ

ン 2013 
日本線維筋痛症学会 2013 

日本医事

新報社 
2013.07.23
PDF 

6 
ICU 感染防止ガイドライ

ン 改訂第 2 版 
国立大学病院集中治療部

協議会 
2013 じほう 2013.12.12

PDF 

7 
慢性頭痛の診療ガイドライ

ン 2013 
日本神経学会・日本頭痛

学会 
2013 医学書院 

2014.03.04
リンク 

8 
ギラン・バレー症候群，フ

ィッシャー症候群診療ガイ

ドライン 2013 
日本神経学会 2013 南江堂 

2014.02.20
リンク 

9 

慢性炎症性脱髄性多発根ニ

ューロパチー，多巣性ニュ

ーロパチー診療ガイドライ

ン 2013 

日本神経学会 2013 南江堂 
2014.02.20
リンク 

10 

閉塞性睡眠時無呼吸症候群

に対する口腔内装置に関す

る診療ガイドライン（日本

において睡眠医療を担当す

る医師，歯科医師向け） 

日本睡眠歯科学会 2013 
日本睡眠

歯科学会 
2014.03.25
PDF 

11 
橈骨遠位端骨折診療ガイド

ライン 2012 
日本整形外科学会、 
日本手外科学会 

2012 南江堂 2013.06.18
HTML 
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12 
軟部腫瘍診療ガイドライン

2012 
日本整形外科学会 2012 南江堂 2013.06.18

HTML 

13 
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  

日本腎臓学会・日本医学

放射線学会・日本循環器

学会 
2012 

東京医学

社 
2013.07.17
PDF 

14 
前立腺癌診療ガイドライン 
2012 年版 

日本泌尿器科学会 2012 金原出版 2013.08.27
HTML 

15 
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  
日本耳鼻咽喉科学会 2012 金原出版 2013.10.01

HTML 

16 
糖尿病性潰瘍・壊疽ガイド

ライン 2012 
日本皮膚科学会 2012 

日本皮膚

科学会 
2013.10.22
リンク 

17 
ED 診療ガイドライン 
2012 年版  

日本性機能学会 2012 
リッチヒ

ルメディ

カル 

2013.10.29
HTML 

18 
全身性強皮症診療ガイドラ

イン 2012 
日本皮膚科学会 2012 

日本皮膚

科学会 
2013.11.12
リンク 

19 
前十字靱帯(ACL)損傷 診
療ガイドライン 2012  

日本整形外科学会 
日本関節鏡・膝・スポー

ツ整形外科学会 
2012 南江堂 2013.07.02

PDF 

20 
褥瘡予防・管理ガイドライ

ン（第 3 版） 
日本褥瘡学会 2012 

日本褥瘡

学会 
2013.06.18
HTML 

21 
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 
日本消化器内視鏡学会 2012 

日本消化

器内視鏡

学会 

2013.05.28
PDF 

22 
咳嗽に関するガイドライン 
第 2 版 

日本呼吸器学会 2012 
日本呼吸

器学会 
2013.10.01
PDF 

23 
皮膚リンパ腫診療ガイドラ

イン 
日本皮膚科学会 
日本皮膚悪性腫瘍学会 

2012 
日本皮膚

科学会 
2013.11.26
リンク 

24 
腰痛診療ガイドライン 
2012 

日本整形外科学会 日本

腰痛学会 
2012 南江堂 2013.11.06

PDF 

25 

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.1.0 

日本乳癌検診学会 2012 
日本乳癌

検診学会 
2013.07.30
PDF 

26 
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 
日本 IVR 学会 2012 

日本 IVR
学会 

2013.05.21
PDF 

27 
血管塞栓術に用いる

NBCA のガイドライン

2012 
日本 IVR 学会 2012 

日本 IVR
学会 

2013.05.21
PDF 

28 
日本版敗血症診療ガイドラ

イン 2012 年版 
日本集中治療医学会 2012 

日本集中

治療医学

会 

2013.05.21
PDF 

29 
科学的根拠に基づいた新生

児慢性肺疾患の診療指針 
改訂 2 版 

藤村 正哲 2010 
メディカ

出版 
2013.11.19
PDF 
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30 
急性呼吸不全による人工呼

吸患者の栄養管理ガイドラ

イン 2011 年版 
日本呼吸療法医学会 2012 

『人工呼

吸』日本

呼吸療法

医学会 

2013.10.17
PDF 

31 
川崎病急性期治療のガイド

ライン 平成 24 年改訂版 
日本小児循環器学会 2012 

日本小児

循環器学

会 

2013.11.19
PDF 

32 

関節リウマチ治療における 
メトトレキサート

（MTX）診療ガイドライ

ン 

日本リウマチ学会 2011 羊土社 2013.08.13
PDF 

33 
小児がん診療ガイドライン 

2011 年版 

日本小児がん学会 
→日本小児血液・がん学

会 
2011 金原出版 

2013.08.20
リンク 

34 
前立腺肥大症診療ガイドラ

イン  
日本泌尿器科学会 2011 

リッチヒ

ルメディ

カル 

2013.05.21
HTML 

35 
小児白血病・リンパ腫の診

療ガイドライン 2011 
日本小児血液学会 2011 金原出版 

2013.08.20
リンク 

36 
医療・介護関連肺炎

(NHCAP)診療ガイドライ

ン 
日本呼吸器学会 2011 

日本呼吸

器学会 
2013.10.01
PDF 

37 熱傷診療ガイドライン 日本皮膚科学会 2011 
日本皮膚

科学会 
2013.10.22
リンク 

38 
下腿潰瘍・下肢静脈瘤診療

ガイドライン 
日本皮膚科学会 2011 

日本皮膚

科学会 
2013.10.22
リンク 

39 
膠原病・血管炎にともなう

皮膚潰瘍診療ガイドライン 
日本皮膚科学会 2011 

日本皮膚

科学会 
2013.10.22
リンク 

40 褥瘡診療ガイドライン 日本皮膚科学会 2011 
日本皮膚

科学会 
2013.10.22
リンク 

41 蕁麻疹診療ガイドライン 日本皮膚科学会 2011 
日本皮膚

科学会 
2013.11.12
リンク 

42 
急性鼻副鼻腔炎診療ガイド

ライン 2010 年版 
日本鼻科学会 2010 

日本鼻科

学会 
2013.05.21
PDF 

43 
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 

日本有病者歯科医療学

会・日本口腔外科学会・

日本老年歯科医学会 
2010 学術社 2013.09.03

PDF 

44 
日本皮膚科学会円形脱毛症

診療ガイドライン 2010 
日本皮膚科学会 2010 

日本皮膚

科学会 
2013.11.12
リンク 

45 
GIST 診療ガイドライン 
2010 年 11 月改訂【第２版

補訂版】 

日本癌治療学会・日本胃

癌学会・GIST 研究会 
2010 金原出版 

2013.07.31
リンク 

46 
NICU における呼吸理学療

法ガイドライン（第 2
報） 

新生児呼吸療法・モニタ

リングフォーラム 新生

児医療連絡会 NICU に

おける呼吸理学療法ガイ

ドライン検討委員会 

2010 

『日本未

熟児新生

児学会雑

誌』 

2013.09.10
PDF 
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47 
アミロイドーシス診療ガイ

ドライン 2010 

厚生労働科学研究費 難
治性疾患克服研究事業 
アミロイドーシスに関す

る調査研究班 

2010 研究班 2013.10.08
PDF 

48 
顎関節症患者のための初期

治療診療ガイドライン① 
日本顎関節学会 2010   2014.03.11

PDF 

49 

外来がん化学療法看護ガイ

ドライン 2009 年版 1．抗

がん剤の血管外漏出の予

防・早期発見・対処 

聖路加看護大学 外来が

ん化学療法 看護ワーキ

ンググループ 
2009 金原出版 2013.09.25

HTML 

50 
精巣腫瘍診療ガイドライン 
2009 年版 

日本泌尿器科学会 2009 金原出版 2013.09.18
HTML 

51 
男性下部尿路症状診療ガイ

ドライン 2008 
日本排尿機能学会 2008 

ﾌﾞﾗｯｸｳｪﾙ

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝ

ｸﾞ 

2013.06.18
HTML 

 

（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 25 年度は、5 件の英語版診療ガイドラ

インを選定し、3 件の情報を掲載した。掲載された英語版診療ガイドラインについては、詳

細は表 4「平成 25（2013）年度掲載英語版診療ガイドライン」に示す。 

 

表 4 平成 25(2013)年度 掲載英語版診療ガイドライン 

No 病気・テーマ 英語版 

1 甲状腺腫瘍 Treatment of Thyroid Tumor: Japanese Clinical Guidelines 
http://link.springer.com/book/10.1007/978-4-431-54049-6/page/1 

2 小児腸重積 Japanese guidelines for the management of intussusception in children, 2011.
PMID: 22748165 

3 皮膚リンパ腫 
Guidelines for the management of cutaneous lymphomas (2011): A consensus 
statement by the Japanese Skin Cancer Society – Lymphoma Study Group 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22900999 
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1.2. 医学文献情報データベース 

【要約】 

 Minds アブストラクトは、診療ガイドラインに関連する論文の構造化抄録である。昨年

度に引き続き作成自体を停止してきた。本年度、専門部会で意義についての検討を行い、新

規作成の中止を決定した。 

トピックスは、画期的で新しい研究成果が発表された場合など、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した専門家による

ミニレビューである。昨年度見直しを行った執筆要項、執筆項目にもとづいて執筆依頼を実

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、執筆者の校正を経て 37

件を公開した。本年度、トピックスについてもその意義の検討を行い、新規作成の中止を決

定した。 

【結果詳細】 

1) Minds アブストラクト 

Minds アブストラクトを継続的に作成していくことの意義について、EBM 普及啓発部

会において検討を行った。診療ガイドライン作成においてエビデンス総体という考え方、

システマティックレビューが主流になっていることを踏まえ、個々の文献についての評価

である Minds アブストラクトの役目は終了しているとして、Minds アブストラクトの新

規作成の中止を決定した。 

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 25 年度分の作成を進めた。 

 平成 25 年度は 9 月 2 日時点で、Minds に本文が掲載されていた、もしくは、掲載予定

であった 112 の診療ガイドラインを対象に、そのガイドラインの代表者へ執筆書類を送

付した。執筆原稿を受けたのは 33 件であった。 

 平成 25 年度は、平成 25 年度依頼分が 30 件、平成 24 年度依頼分が 7 件、合計 37 件の

トピックスを公開した。トピックスの平成 25 年度までの公開件数については 146 件であ

った。トピックスに関して、今後の作成に関する検討を行った。Minds アブストラクト同

様、診療ガイドライン作成においてエビデンス総体という考え方、システマティックレビ

ューが現在は主流になっていることを踏まえ、個々の文献を専門家個人が評価・紹介する

企画であるトピックスの新規作成依頼の中止を決定した。 
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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 (Clinial Practice Guidelines：診療ガイドライ

ン)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 25 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 295 件の翻訳を作成し、91 件をデータベ

ースに収載した。CPG レビューは、執筆後時間経過し、内容が古くなった原稿の掲載継続

の可否について執筆者への確認を進めた。 

【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 25 年度は、295 件の翻訳を作成し、歯科領域を含めて計 91 件をデータベースに収

載した。平成 26 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 2074 件となっている。 

また、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を、コクラン・

ライブラリーとコクラン・サマリーに公開するために、最初の 100 件の日本語訳を XML フ

ァイル形式で出力し、コクラン・コラボレーションの担当者に送付した。今後、Minds 公開

中の他のコクラン・レビュー・アブストラクトの日本語訳を引き続き XML ファイル形式で

出力し、コクラン・ライブラリーとコクラン・サマリーに公開する予定である。 

2) CPG (Clinial Practice Guidelines：診療ガイドライン)レビュー 

執筆後時間経過し、内容が古くなった CPG レビューの公開方針について執筆者に確認を

行い、執筆者の方針にもとづいた対応を行った。CPG レビューについて、今後の作成掲載

方針について検討した。海外のガイドラインとの比較や、旧版との比較等のレビューは、現

在の日本における診療ガイドライン作成過程において通常行われるようになってきている

現状を踏まえ、すでに CPG レビューの歴史的・指導的な役割は終了していると考えられる

として、新規作成依頼の中止を決定した。 
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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】 

学会等のガイドライン作成グループが作成する一般向けのガイドライン解説（学会版ガ

イドライン解説）については、選定されたものは 0 件であり、昨年度選定された 2 件を掲

載した。 

Minds 版ガイドライン解説については、作成方法の見直しを行い、新規に 9 件 386 用語

の解説を作成した。 

 Minds 版やさしい解説については、新規に 12 件の解説を作成・公開した。 

【結果詳細】 

1) 学会版ガイドライン解説 

  学会等のガイドライン作成グループが作成する一般向けのガイドライン解説について

は、先の掲載基準に基づき、年 2 回開催した診療ガイドライン作成グループ意見交換会

の際に、学会版ガイドライン開設の作成状況についてお伺いした。しかし、作成・発行に

関する新たな情報を得ることはできなかった。 

  平成 24 度に選定した 2 件の学会版ガイドライン解説を掲載した。平成 25 年度に掲載

した学会版ガイドライン解説については表 5「平成 25（2013）年度 掲載学会版ガイドラ

イン解説」を参照。 

 

表 5 平成 25(2013)年度 掲載学会版ガイドライン解説 

No 病気・テーマ タイトル・テーマ 作成主体 

1 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） 

2 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（ＰＢＣ）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 
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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、従来の作成・進行方法を見直し、表 6「平成

25(2013)年度 Minds 版ガイドライン解説-用語解説作成状況」に示す通り、9 件、合計 386

用語の用語解説を作成した。今後は、利用者および一般市民のニーズを把握しつつ、より効

果的な公開方法、効率的な作成工程について検討を進めていく。 

 

表 6 平成 25(2013)年度 Minds 版ガイドライン解説-用語解説作成状況 

No ガイドライン名 発行年 作成用語数 

1 
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.1.0  
2012 12 

2 血管塞栓術に用いる NBCA のガイドライン 2012 2012 23 

3 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 13 

4 橈骨遠位端骨折診療ガイドライン 2012 2012 32 

5 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 37 

6 
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 33 

7 日本版敗血症診療ガイドライン（2012） 2012 97 

8 原発性胆汁性肝硬変（PBC)の診療ガイドライン（2012 年） 2012 70 

9 非歯原性歯痛診療ガイドライン（2012） 2012 69 

計   386 

   

3) Minds 版やさしい解説 

Minds 版やさしい解説については、以下に示す 12 件の解説を作成した。 

(1) 認知症 

(2) 線維筋痛症 

(3) 大腿骨頚部/転子部骨折 

(4) てんかん 

(5) 褥瘡 

(6) 子宮頸がん 

(7) 顎関節症 

(8) 高尿酸血症・痛風 

(9) 卵巣がん 
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(10) 軟部腫瘍 

(11) パーキンソン 

(12) 腰痛 
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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 25 年度は、インターネット上の情報提供システムである Minds システムの継続的な

運用を実施した。また、診療ガイドライン作成支援からインターネット上の情報提供をシー

ムレスに実現する Minds GUIDE(Guideline Innovation and Development)システムの開

発を行った。 

【結果詳細】 

Minds GUIDE システムは、Minds GUIDE サイト（http://minds.jcqhc.or.jp/GUIDE/）

より利用でき、「Minds ガイドライン作成マニュアル」の閲覧やテンプレートのダウンロー

ドが可能になっている。また、記入したテンプレートをアップロードすることで、本サイト

上で診療ガイドラインの作成・編集が可能になっている。 

本サイトでは、誰でも無料で「Minds ガイドライン作成マニュアル」の閲覧と「テンプレ

ート」のダウンロードが可能になっている。テンプレートはMicrosoftのWord またはExcel

（バージョン 2007 以降）により作成した。本サイト上にてガイドラインを作成・編集する

ためには、ID・パスワードが必要となる。ID・パスワードの申請は、Minds GUIDE サイ

トより Minds 事務局に依頼できるようにフォーマットが準備されている。ID・パスワード

によりログインした場合、記入したテンプレートのアップロード、作業進捗状況の確認、ア

ップロードしたファイルの閲覧・編集が可能になっている。完成したガイドラインは、本シ

ステムを用いてインターネット上でパブリックコメントを求めることができる。パブリッ

クコメント募集により得られたコメントはデータベースとして保存できるようになってい

る。 
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Minds GUIDE サイト トップページ 
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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 25 年度は、平成 25 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、 

88 件の文献が評価対象に挙がり、評価選定作業の結果、42 件の診療ガイドラインを選定し

た。 

【結果詳細】 

1) 評価対象ガイドライン 

平成 25 年度中に計 20 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 88 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 25 年度は、合計 20 回の診療ガイドライン評価会議を開催した。 

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、88 件のガイドラインのうち、42 件が選定された。 

4) 診療ガイドライン選定部会開催状況 

平成 25 年度は、合計 5 回の診療ガイドライン選定部会を開催した。 

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

議中は発言を控えていただき、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 25 年度は、Step.4（第 4 工程）に入り、AGREEⅡオリジナル英語版とバックトラ

ンスレーション間の矛盾点について検討後、AGREEⅡ日本語訳試行版を作成し、Minds の

ホームページ上で公開した。 
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2.2. 医学文献等の科学的評価  

【要約】 

 Minds アブストラクトは、診療ガイドラインに関連する論文の構造化抄録である。昨年

度に引き続き作成自体を停止してきた。トピックスは、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専門家によるミニレビューである。昨年度見直しを行った執筆要項、執

筆項目にもとづいて執筆依頼を実施、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、執筆者の校正を経て公開した。Minds アブストラクトは、意義についての検討を

行い、新規作成の中止を決定した。トピックスは 37 件を公開した。トピックスについても

その意義の検討を行い、新規作成の中止を決定した。 

 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。

外部翻訳者の素訳後、専門家による監訳を経て公開している。CPG (Clinial Practice 

Guidelines：診療ガイドライン)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 25 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 295

件の翻訳を作成し、91 件をデータベースに収載した。CPG レビューは古くなった原稿の掲

載継続の可否について執筆者への確認を進めた。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 
3.1.『Minds 診療ガイドライン作成マニュアル ver.1.0』・ 

『Minds 診療ガイドライン作成の手引き 2014』・Minds GUIDE システム 

                  【要約】 

・診療ガイドライン作成支援の一環として、国際的な動向を踏まえた診療ガイドライン

作成方法を参考に、Minds で提案する作成方法をまとめた『Minds 診療ガイドライン作

成マニュアル ver.1.0』を作成・公開した。また、そのエッセンスをまとめた書籍『Minds

診療ガイドライン作成の手引き 2014』の作成を進めた。さらに、マニュアルの中で提案

した方法での診療ガイドライン作成を支援するために、Minds GUIDE(Guideline 

Innovation and Development)システムを開発した。 

【結果詳細】 

1) 『Minds 診療ガイドライン作成マニュアル ver.1.0』の作成 

 海外で開発された診療ガイドライン作成方法を検討しつつ、我が国の医療にとって最も

適切な診療ガイドラインのあり方を精査して本マニュアルに取り入れるように努めた。本

マニュアルの作成に当たっては、執筆者が草案を作成し、複数回の編集会議によって内容の

検討を重ね、内容を確定した。 

 2014 年 3 月 31 日に Minds サイト上で PDF にて公開した。 

2) 『Minds 診療ガイドライン作成の手引き 2014』の作成 

 本手引きの作成にあたっては、マニュアルの原稿をもとに、執筆者が草案を作成し，複数

回の編集会議において内容の検討を重ね，外部評価委員による外部評価，パブリックコメン

トを経て内容を確定した。 

 2014 年 4 月に Minds サイト上で PDF にて公開し、同時に、一般向けに書籍として刊行

する予定である。 

3)  Minds GUIDE (Guideline Innovation and Development)システムの開発 

 『Minds 診療ガイドライン作成マニュアル』に準拠した診療ガイドライン作成支援シス

テムであり、テンプレートをダウンロードし、編集して、登録することで診療ガイドライン

を効率的に作成できるシステムを開発した。 
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3.2. 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） 

                  【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】 

以下の通り、2 回の「診療ガイドライン作成グループ意見交換会」を開催した。 

 

1）平成 25 年度第１回目（第 13 回）診療ガイドライン作成グループ意見交換会 

 （1）開催概要 

◇テーマ：「診療ガイドラインの評価、AGREEⅡについて」 

◇日 時：平成 25 年 6 月 29 日（土）13:00～17:00 

◇場 所：大手町サンスカイルーム 24 階 E 室 

（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） 

◇司 会：山口 直人・吉田 雅博 

◇出席者：70 名（厚生労働省 2 名、講演者 3 名、ガイドライン作成グループ代表 38 名、 

第 2 部からの出席者[講演のみ] 9 名、部会員 7 名、事務局 11 名） 

 

（2）プログラム内容 

   第 1 部 

13:00-13:05 開会挨拶 厚生労働省 医政局 研究開発振興課 医療技術情報推進室 

 室長補佐 

大竹 正伸 

13:05-13:10 Minds の目指すもの       日本医療機能評価機構 特命理事   山口 直人 

13:10-13:15 診療ガイドライン作成ワークショップ開催報告  

  日本医療機能評価機構 EBM 医療情報部部長 吉田 雅博 

13:15-13:25 新システム

紹介 

日本医療機能評価機構 EBM 医療情報部 客員研究員 佐藤 康仁 

13:25-13:30 コンテンツ依頼事項     日本医療機能評価機構 EBM 医療情報部  Minds 事務局

13:30-13:40 質疑応答   

13:40-13:55 エビデンスに基づく CKD 診療ガイドライン 2013 

～意見の対立を乗り越えて 

 

  聖マリアンナ医科大学 腎臓高血圧内科 教授 木村 健二郎 

13:55-14:10 膵癌診療ガイドラインの改訂作業  

  産業医科大学 第一外科 教授 山口 幸二 

14:10-14:25 日本高血圧学会治療ガイドライン 2014  

        札幌医科大学 学長 島本 和明 
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14:25-14:40 顎関節症診療ガイドライン作成のポイントと具体例  

  豊橋医療センター 医長 湯浅 秀道 

14:40-14:55 急性胆管炎・胆嚢炎モバイルアプリの開発  

  帝京大学医学部 外科 准教授 三浦 文彦 

 第 2 部  

15:10-15:15 開会挨拶 日本医療機能評価機構 特命理事 山口 直人 

15:15-15:45 診療ガイドラインの評価―最近の動向  

  東邦大学 教授 長谷川 友紀 

15:45-16:15 Minds の診療ガイドライン評価の取り組み  

  京都大学 教授 中山 健夫 

16:15-16:45 AGREEⅡによる診療ガイドライン評価の実際  

  倉敷中央病院 総合診療科 主任部長 福岡 敏雄 

16:45-17:00 意見交換  

17:00- 閉会挨拶 日本医療機能評価機構 特命理事 山口 直人 

 

2）平成 25 年度第２回目（第 14 回）診療ガイドライン作成グループ意見交換会 

（1）開催概要 

◇テーマ：「診療ガイドラインと COI（利益相反）」 

◇日 時：平成 25 年 12 月 21 日（土）13:00～17:00 

◇場 所：日本医療機能評価機構 9 階ホール  

◇司 会：山口 直人・吉田 雅博 

◇出席者：64 名 

（厚生労働省 2 名、ガイドライン作成グループ 45 名、部会員 6 名、事務局 11 名） 

 

（2）プログラム内容 

13:00-13:05 開会挨拶  

 厚生労働省 医政局研究開発振興課 医療技術情報推進室 室長補佐 須賀 ひとみ 

13:05-13:35 Minds 事業報告  

 日本医療機能評価機構 EBM 医療情報部 部長 吉田 雅博 

 日本医療機能評価機構 EBM 医療情報部 客員研究員 佐藤 康仁 

13:35-14:50 診療ガイドライン作成グループからの発表 

 1.口腔癌の診療ガイドライン作成の実際  

 岡山大学大学院 医歯薬学口腔顎顔面外科学分野 佐々木 朗 

 2.肝癌ガイドラインの改訂の実際について  

 東京大学医学部附属病院 肝胆膵外科 長谷川 潔 

 3.抗血栓薬服用者における消化器内視鏡診療ガイドラインの目指すもの  

                     福岡大学筑紫病院 消化器内科 松井 敏幸 
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 4.膵癌診療ガイドライン 2013－COI とモバイル端末閲覧  

   産業医科大学 第一外科 山口 幸二 

 5.国際標準化による JRC 蘇生ガイドライン 2010 年作成の経験と 

GRADE 活用による 2015 年版進捗状況 

 

 静岡県立総合病院 野々木 宏 

14:50-15:00 意見交換・質疑応答 

15:00-15:10 ＜ 休憩 ＞ 

15:10-15:25 本日のテーマに関する趣旨説明  

 日本医療機能評価機構 特命理事 山口 直人 

15:25-15:55 提案 1：診療ガイドラインと COI（利益相反）【COI 概説・COI 開示方法・COI 管理方法】 

 日本医療機能評価機構 EBM 医療情報部 奥村 晃子 

15:55-16:05 意見交換・質疑応答  

16:05-16:35 提案 2：診療ガイドライン作成になぜシステマティックレビューが 

必要なのか 

 

 日本医療機能評価機構 EBM 医療情報部 客員研究主幹 森實 敏夫 

16:35-16:55 意見交換・質疑応答  

16:55-17:00 閉会挨拶  

 日本医療機能評価機構 特命理事 山口 直人 
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3.3. 診療ガイドライン作成のためのワークショップ・セミナー 

【結果詳細】 

1) 診療ガイドライン作成ワークショップ 

（1）診療ガイドライン作成ワークショップ（第 1 回） 

日 時：平成 25 年 5 月 25 日（土） 10:00 ～ 17:00 

場 所：日本医療機能評価機構 9 階ホール 
 参加者： 46 名 
 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１部 スコープ（SCOPE）作成  

10:25～10:35 

(10 分) 
３．スコープ（SCOPE） 山口 直人 

10:35～10:55 

(20 分) 
４．クリニカルクエスチョン（CQ）設定 清原 康介 

10:55～11:45 

(50 分) 
【グループ実習①】CQ 設定 福岡 敏雄 

11:45～12:45 

(60 分) 
昼休憩  

  第２部 エビデンスの収集から推奨の決定まで  

12:45～12:55 

(10 分) 
５．エビデンスの収集 

河合 富士美

小島原 典子

12:55～13:25 

(30 分) 
６．エビデンスの評価と統合 吉田 雅博 

13:25～13:35 

(10 分) 
７．メタアナリシス 森實 敏夫 

13:35～15:00 

(85 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 

15:00～15:10 

(10 分） 
休憩  

15:10～15:30 

(20 分) 
８．推奨診療の提示と推奨の強さの決定 吉田 雅博 

15:30～16:45 

(75 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 

16:45～17:00 

(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（第 2 回） 

 日 時：2013 年 8 月 3 日（土） 10:00～17:00 

 場 所：日本医療機能評価機構 9 階ホール 

 参加者：59 名 

 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１部 スコープ（SCOPE）作成  

10:25～10:35 

(10 分) 
３．スコープ（SCOPE） 山口 直人 

10:35～10:55 

(20 分) 
４．クリニカルクエスチョン（CQ）設定 清原 康介 

10:55～11:45 

(50 分) 
【グループ実習①】CQ 設定 福岡 敏雄 

11:45～12:45 

(60 分) 
昼休憩  

  第２部 エビデンスの収集から推奨の決定まで  

12:45～12:55 

(10 分) 
５．エビデンスの収集 河合 富士美

12:55～13:25 

(30 分) 
６．エビデンスの評価と統合 吉田 雅博 

13:25～13:35 

(10 分) 
７．メタアナリシス 森實 敏夫 

13:35～15:00 

(85 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 

15:00～15:10 

(10 分） 
休憩  

15:10～15:30 

(20 分) 
８．推奨診療の提示と推奨の強さの決定 吉田 雅博 

15:30～16:45 

(75 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 

16:45～17:00 

(15 分) 
質疑応答   
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（3）診療ガイドライン作成ワークショップ（第 3 回） 

 日 時：2013 年 11 月 24 日（日） 10:00～17:00 

 場 所：日本医療機能評価機構 9 階ホール 

 参加者：52 名 

 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１部 スコープ（SCOPE）作成   

10:25～10:35 

(10 分) 
３．スコープ（SCOPE） 山口 直人 

10:35～10:55 

(20 分) 
４．クリニカルクエスチョン（CQ）設定 清原 康介 

10:55～11:45 

(50 分) 
【グループ実習①】CQ 設定 福岡 敏雄 

11:45～12:45 

(60 分) 
昼休憩   

  第２部 エビデンスの収集から推奨の決定まで   

12:45～12:55 

(10 分) 
５．エビデンスの収集 河合 富士美

12:55～13:25 

(30 分) 
６．エビデンスの評価と統合 吉田 雅博 

13:25～13:35 

(10 分) 
７．メタアナリシス 森實 敏夫 

13:35～15:00 

(85 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 

15:00～15:10 

(10 分） 
休憩   

15:10～15:30 

(20 分) 
８．推奨診療の提示と推奨の強さの決定 吉田 雅博 

15:30～16:45 

(75 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 

16:45～17:00 

(15 分) 
質疑応答   
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（4）診療ガイドライン作成ワークショップ（第 4 回） 

 日 時：2014 年 3 月 8 日（土） 10:00～17:00 

 場 所：日本医療機能評価機構 9 階ホール 

 参加者：46 名 

 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１部 スコープ（SCOPE）作成   

10:25～10:35 

(10 分) 
３．スコープ（SCOPE） 山口 直人 

10:35～10:55 

(20 分) 
４．クリニカルクエスチョン（CQ）設定 清原 康介 

10:55～11:45 

(50 分) 
【グループ実習①】CQ 設定 福岡 敏雄 

11:45～12:45 

(60 分) 
昼休憩   

  第２部 エビデンスの収集から推奨の決定まで   

12:45～12:55 

(10 分) 
５．エビデンスの収集 河合 富士美

12:55～13:25 

(30 分) 
６．エビデンスの評価と統合 吉田 雅博 

13:25～13:35 

(10 分) 
７．メタアナリシス 森實 敏夫 

13:35～15:00 

(85 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 

15:00～15:10 

(10 分） 
休憩   

15:10～15:30 

(20 分) 
８．推奨診療の提示と推奨の強さの決定 吉田 雅博 

15:30～16:45 

(75 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 

16:45～17:00 

(15 分) 
質疑応答   

 
・配布資料 

 当日は、本ワークショップの概要に関する資料の他に、資料集、スライド集、ワークシー

ト等を配布した。 

・アンケート 

 当日はアンケートを実施し、アンケート結果を踏まえて、内容の継続的検討を進めた。 
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・診療ガイドライン作成グループサポートチーム 

 ワークショップに参加した先生がメンバーとなる診療ガイドライン作成グループを対象

に、診療ガイドライン作成に関する質問について受け付ける組織「診療ガイドライン作成グ

ループサポートチーム」をつくった。平成 25 年度は 7 つの診療ガイドライン作成グループ

より質問を受け、それぞれの質問について専門チームで検討し、回答をまとめ、作成グルー

プに返答した。 

 なお、質問と返答内容については、匿名化して、Minds サイトで FAQ として公開予定。 

2) Minds セミナー 

 タイトル：「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 診断編」 

 日 時：2014 年 1 月 18 日(土)  13:00-16:00 

 場 所：日本医療機能評価機構 9 階 ホール 

 参 加 者：70 名（申込 100 名／定員 100 名） 

 プログラム： 

13:00-13:10 開会あいさつ 

  挨拶： 山口 直人（日本医療機能評価機構 特命理事） 

司会： 山口 直人（日本医療機能評価機構 特命理事） 

吉田 雅博（日本医療機能評価機構 EBM 医療情報部 部長） 

13:10-13:50 「診断に関する研究」(40 分) 

演者： 森實 敏夫（日本医療機能評価機構 客員研究主幹） 

13:50-14:05 「診断法に関する文献検索」(15 分) 

演者： 河合 富士美 

（聖路加国際メディカルセンター 教育・研究センター医学図書館 チーフ） 

14:05-14:40 「診断論文の評価」(35 分) 

演者： 小島原 典子（日本医療機能評価機構 客員研究員） 

14:40-14:50 休憩(10 分) 

14:50-15:30 「診断法のシステマティックレビュー」(40 分) 

演者： 森實 敏夫（日本医療機能評価機構 客員研究主幹） 

15:30-15:50 質疑応答(20 分) 

15:50-16:00 閉会あいさつ 

  挨拶： 吉田 雅博（日本医療機能評価機構 EBM 医療情報部 部長） 

 

発表のスライド、アンケートの結果については、レポートを参照。 

http://minds4.jcqhc.or.jp/seminar/11/11th_seminar_report.html 
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3.4. 医学文献情報の提供 

トピックス 37 件、コクラン・レビュー・アブストラクト日本語訳 91 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 
4.1.EBM 研究フォーラム 

【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 26 年 2 月 1 日（土）

に第 12 回 EBM 研究フォーラム「患者と医療者を支援する診療ガイドライン：患者中心医

療の実現を目指して」を日本医師会大講堂でを開催した（参加者 222 名）。 

【結果詳細】 

日時：2014 年 2 月 1 日(土) 13：00～17：00 

場所：日本医師会館大講堂 

主題：「患者と医療者を支援する診療ガイドライン：患者中心医療の実現を目指して」 

 参加者：222 名（申込者 268 名） 

 プログラム： 

＊敬称略 

時 間 内 容 演 者 

13:00～13:15 

(15 分) 

開会の挨拶 
井原 哲夫 

(日本医療機能評価機構 理事長) 

挨拶 

渡辺 顕一郎 
(厚生労働省 医政局 研究開発振興課 

 医療技術情報推進室 室長) 

横倉 義武 

(日本医師会 会長) 

13:15～13:45 

(30 分) 
【報告】Minds の現状 

吉田 雅博 

(Minds 担当部長、国際医療福祉大学 教授)

会場設営+趣旨説明 

(15 分) 
シンポジウム 

司会：山口 直人(東京女子医科大学 教授)

   中山 健夫(京都大学 教授) 

14:00～14:30 

(30 分) 

【講演】①  

診療ガイドライン作成者の立場から

木野 孔司 

(東京医科歯科大学 准教授) 

14:30～15:00 

(30 分) 

【講演】②  

臨床家の立場から 

上野 文昭 

(大船中央病院 特別顧問) 

(15 分) (休憩)  

15:15～15:45 

(30 分) 

【講演】③  

患者・市民の立場から 

山口 育子 
(NPO 法人ささえあい医療人権センター

COML （コムル） 理事長) 
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15:45～16:15 

(30 分) 

【講演】④ 

情報を伝える立場から 

北澤 京子 

(日経 BP 社 編集委員) 

16:15～16:55 

(40 分) 
  ディスカッション  

16:55～17:00 

(5 分) 
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) 

発表のスライド、アンケートの結果については、レポートを参照。 

http://minds4.jcqhc.or.jp/forum/140201/12th_ebmforum_report.html 
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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 普及啓発部会で継続的な検討を行なった。

『Minds 診療ガイドライン作成マニュアル』に準拠した内容とすることを決定し、マニュ

アルの作成を優先的に進めた。 

【結果詳細】 

○一般向け総論 

内容の検討を進め、『Minds 診療ガイドライン作成マニュアル』に準拠した内容の一

般向け総論を作成することを決定した。そのため、平成 25 年度はマニュアルの作成を

優先的に行なうことにした。 

 ○医療提供者向け啓発書 

内容の検討を進め、『Minds 診療ガイドライン作成マニュアル』に準拠した内容の医

療提供者向け啓発書を作成することを決定した。そのため、平成 25 年度はマニュアル

の作成を優先的に行なうことにした。 

○e ラーニング 

内容の検討を進め、『Minds 診療ガイドライン作成マニュアル』に準拠した内容の e

ラーニングを作成することを決定した。そのため、平成 25 年度はマニュアルの作成を

優先的に行なうことにした。 
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4.3. 広報活動 

【要約】 

 Minds が目指す「EBM の普及を通じた医療の質の向上」の実現に向け、Minds の存在と

事業内容についての認知度を向上するために、様々な媒体での広報活動を計画・実施した。

患者・市民、医療提供者双方に向けてポスターとリーフレットを作成したほか、患者・市民

向け媒体として一般新聞への広告掲載、医療提供者向け媒体として医療系雑誌への広告掲

載の準備を行い、さらに、医療系雑誌には、「第 12 回 EBM 研究フォーラム」の取材記事

と、書籍『Minds 診療ガイドライン作成の手引き 2014』に関する座談会記事の掲載を準備

した。 

【結果詳細】 

下記の通り、広報活動を行った。 

1）ポスター・リーフレットの作成 

(1)ポスター作成 

A2（5,000 部作成）／A3（10,000 部作成）、カラー 

(2)リーフレット作成 

 A4 両面、三つ折（80,000 部） 

 (1)、(2)とも認定病院・関係機関含む約 5,300 箇所への配送準備を行った。 

2）雑誌・新聞への広告掲載 

 (1)雑誌への広告掲載 

掲載媒体：日本医師会雑誌 2014 年４月号／日経メディカル 2014 年４月号 

メディカル朝日 2014 年４月号／日本医事新報 2014 年４月 26 日号 

 (2)新聞への広告掲載 

  掲載媒体：朝日新聞（2014 年４月中旬～下旬頃掲載予定） 

読売新聞（2014 年４月中旬～下旬頃掲載予定） 

3）イベント取材 

 ・第 12 回 EBM 研究フォーラム（2014 年 2 月 1 日開催）取材記事掲載  

掲載媒体：日経メディカル 2014 年４月号 

4）座談会 

 ・診療ガイドライン作成に関する座談会記事掲載 

  出席者：福井 次矢先生、中山 健夫先生、吉田 雅博先生、山口 直人先生（司会） 

掲載媒体：日本医事新報 2014 年４月 26 日号 

 3）、4）ともイベントでの配布準備を行った。 
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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 25 年 8 月 18 日～21 日に、アメリカ、サンフランシスコにて開催された「第 10 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 2013（第10回会議） 

主 題：Integrating Evidence into Practice‐Strategies for the Future 

会 長：Amir Qaseem先生 

会 場：The Marriott Marquis Hotel（アメリカ、サンフランシスコ） 

日 時：プレカンファレンス 8月18日、本会議 8月19日～21日（3日間） 

主 催：Guidelines International Network(GIN） 

参加者：参加者約450名（うちMinds から3名） 

演題数：246演題（うちMindsから3演題のポスター発表を実施） 

2) 会議内容の概要 

(1)プレカンファレンス 

① Guideline Implementation Masterclass 

② Developing and Integrating Evidence-Based Guidelines into Practice 

③ AGREE II Training Workshop 

④ GRADE Workshop 

⑤ Developing Clinical Guidelines(including lay expertise and health economic 

assessment) 

⑥ Implementation of the GIN Public Toolkit on Patient and Public 

Involvement in the Development and Implementation of Evidence-Based 

Guidelines. 

(2)本会議プレナリーセッション（教育講演 6 項目 16 演題） 

① Welcome Ceremony & Keynote Address 

Joe Selby (PCORI)「患者中心エビデンスの生成、エビデンス統合、ガイドラ

イン作成の結びつきの強化（Strengthening Links between Patient-centered 

Evidence Generation, Evidence Synthesis, and Guidelines Development）」 

② Plenary 1:「ガイドラインとシステマティックレューのリンクの強化

（Strengthening the link between guidelines and systematic reviews）」 

ⅰ）Holger Schünemann「 ヘルスケアの推奨を支持するエビデンス統合に対

するコラボレーション：何が機能して、何が機能せず、次に何が機能するの
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か （ Collaboration on evidence synthesis to support health care 

recommendations: what works, what doesn’t and what’s next）」 

ⅱ）Sarah Garner (NICE)「システマティックレビュー：政策決定者のジレンマ

（Systematic Reviews; the policy maker’s dilemma）」 

ⅲ）Edwin SY Chan「対立仮説に対するエビデンスの強さの定量的測定：ミッ

シングリンク（ Quantifying the strength of evidence for alternative 

hypotheses: a missing link）」 

③ Plenary 2: 「ガイドラインとパフォーマンス指標（ Guidelines and 

performance measures）」 

ⅰ）Helen Burstin「診療ガイドライン：パフォーマンス指標に対する供給連鎖

（Clinical Guidelines: The Supply Chain to Performance Measurement）」 

ⅱ）Daniel Keenan「ガイドラインとパフォーマンス（ Guidelines and 

Performance）」 

ⅲ）SangⅡLee「ガイドラインは診療行為をガイドするか（Do guidelines guide 

the clinical practice?）」 

④ Plenary 3:「ガイドライン改訂に対する挑戦と解決策（Challenges and 

solutions for updating guidelines）」 

ⅰ）Paul G. Shekelle「診療ガイドラインの改訂：理論から実践への挑戦

（Updating Practice Guidelines: Challenges in Going from Theory to   

 Practice）」 

ⅱ）Roberta James (SIGN)「 診療ガイドラインアップデートプログラムの維持

（Keeping a programme of clinical guidelines up-to-date）」 

ⅲ）Ian Olver (Cancer Council, Australia)「wiki アプローチを用いた癌ガイド

ラインの最新性の維持（Keeping cancer guidelines current using a wiki 

approach）」 

⑤ Plenary 4:「導入可能なガイドラインの作成（Developing implementable 

guidelines）」 

ⅰ）Kelvin Hill (National Stroke Foundation, Australia)「『StrokeLink』の成

功と挑戦：オーストラリアにおける脳卒中ガイドラインと診療とを結びつ

ける包括的な導入プログラムを例にして（Success and challenges of 

‘StrokeLink’: An example of a comprehensive implementation program 

linking stroke guidelines to current practice in Australia）」 

ⅱ）Pablo Alonso (DECIDE project)「医療専門家に対するエビデンスに基づい

た情報共有の上の決定と実践を支持するコミュニケーション戦略

（DECIDE）の開発と評価（Developing and evaluating communication 

strategies to support informed decisions and practice based on evidence 
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(DECIDE) for health professionals）」 

ⅲ）Melissa Brouwers「ガイドライン導入可能性：ピカソ、ダライラマ 14 世、他

の匿名の偉大な思想家から学ぶ（ Guideline Implementability: Learning 

from great thinkers like Picasso, the Dalai Lama (#14) and Anonymous）」 

⑥ Plenary 5:「ガイドラインの成功する／新しい導入戦略（Successful or New 

Implementation Strategies for Guidelines）」 

ⅰ）Wiley Chan「カイザー・パーマネンテ社の EHR への指針の組み込み

（Embedding Guidance in the Kaiser Permanente EHR） 

 ＊EHR: Electronic Health Record 

ⅱ）Jan Brozek「国際的なガイドライン導入を促進させるためのネットワークの

活用：アレルギー性鼻炎を例として（Using Networks to Facilitate 

International Guideline Implementation:  Allergic Rhinitis As an 

Example）」 

ⅲ）Brian S. Mittman「21 世紀の医療システムにおけるガイドライン導入

（Guideline Implementation in a 21st Century Health System）」 

(3)ワークショップ（小グループによる実習・討論）：11 演題 

(4)パネルセッション（演者による討論会)：6 演題 

(5)口  演：91 演題 

(6)ポスタープログラム：138 演題 

3) Minds からの情報発信 

Minds からの演題は以下の通りである。 

・吉田雅博、他「Dissemination of the Clinical Practice Guidelines development 

methodology based on “body of evidence” in Japan~ Development of Educational 

Package for Clinical Practice Guidelines and Workshop Program ~：Mindsガイドライ

ン作成ワークショップに関する取り組みの紹介」 

・奥村晃子、他「MINDS project as guideline clearinghouse -Evaluation of clinical 

practice guidelines developed in Japan：ガイドラインクリアニングハウスとしてMinds

の取り組み-日本の診療ガイドラインの評価」 

・畠山洋輔、他「Sources of Information for development of clinical practice guidelines 

in Japan：ガイドライン作成に用いられる情報源に関する調査」 
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5.2. The International Society for Quality in Health Care (ISQua) International 

Conference への参加 

【要約】 

平成 25 年 10 月 13 日～16 日に、イギリス、エディンバラにて開催された「第 30 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), 

30thInternational Comference 

主 題：Quality and Safety in Population Health and Healthcare 

会議長：Dr Tracey Cooper 

会 場：Edinburgh International Conference Centre 

日 時：プレカンファレンス 10月13日、本会議 10月14日～16日(4日間) 

参加者：1250名[73ヵ国]（うちMindsから 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1演題） 

2) 会議内容の概要 

（1）プレカンファレンス 

① External Evaluation /Accreditation 

② Patient Engagement and Patient Reported Outcome Measures 

③ Tools for Patient Safety and Quality 

④ Lessons learned from Mid Staffordshire Inquiry 

⑤ Quality in Social Care for older persons 

（2）本会議主要テーマ 

① Governance, Leadership and Health Policy 

② Patient Safety 

③ Improving Population Health 

④ Patient and Family Experience, Engagement and Coproduction 

⑤ Accreditation and External Evaluation Systems 

⑥ Education in Safety and Quality 

⑦ Quality and Safety in Transitional and Developing Countries 

⑧ Health Information Technology 

⑨ Measuring Service Performance and Outcomes 

（3）口  演：214 演題 
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（4）ポスタープログラム：367 演題 

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）「Patient Involvement for Clinical Practice Guidelines 

in Japan :日本における診療ガイドラインへの患者参加」 
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5.3. 海外主要文献等の調査 

【要約】 

平成 25 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

ドライン作成方法を中心に、IOM（Institute of Medicine）関連事項、ガイドライン作成に

おける患者参加等について調査した。 

【結果詳細】 

 主要調査項目の一つである、ガイドライン作成方法について海外の主要な文献を中心

に調査を行い、レポート『診療ガイドライン作成方法における世界の潮流』を作成し、公開

した。詳細については、レポート（http://minds.jcqhc.or.jp/n/topics.php#）を参照。 
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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、3.2 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 25 年度の問い合わせ件数は合計 174 件でであった。問い合わせ内容の概要は以下の通

りである。 

ユーザ登録について：62 件 

リンク希望：11 件 

依頼：49 件（内訳：転載・引用依頼 17 件、講演依頼 3 件、ガイドライン掲載依頼 7 件、

その他の依頼 22 件） 

その他の質問：40 件、ご意見・ご感想：12 件 

合計：174 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(5 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(20 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 25 年度中に計 20 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 88 件の評価 

を行った。 

 

7.3. 医療技術評価部会(5 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 25 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 25 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、EBM 普及啓発部会、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 25 年度は 4 回

開催された。 
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