EBM 普及推進事業

平成 26 年度

活動報告

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。
公益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項目を中心に事業を実施した。4 年目にあたる平成
26 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 26 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 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 26 年度の文献検索作業の結果、平成 23 年 1 月から平成 27 年 3 月までに発行され
た文献は合計 1359 件であり、これらのうち、新規に把握された文献は 198 件であった。ス
クリーニングの結果、76 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、29 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～26 年度までに選定された 166 件のうち、
平成 26 年度（本年度）は 29 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 26 年度は 5 件の
英語版ガイドラインを選定し、平成 25 年度までに選定されたものを含め 8 件を掲載した。
【結果詳細】
1) 検索結果：
平成 26 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 117 件、論文データ
ベースから 0 件、報告書データベースから 81 件、合計 198 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 26 年度ガイドライ

ン検索結果一覧に示す。
表 1 平成 26 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 27 年

17（17）

0

0

平成 26 年

131（94）

0

81（81）

平成 25 年

125（5）

35（0）

53（0）

平成 24 年

168（0）

68（0）

33（0）

平成 23 年

262（1）

114（0）

272（0）

合計

703（117）

217（0）

439（81）

【~3 月末検索時点】

※ 上記の（

）内は、平成 26 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 26 年度中に計 16 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 76 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、76 件のガイドラインのうち、29 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 26 年度選定ガイドライン一覧 を参照。

表 2 平成 26 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

大腸癌治療ガイドライン 医

2014.01

第3版

大腸癌研究会

2013.12

第1版

日本消化器内視鏡学

師用 2014 年版 （第 3 版）
2

内視鏡診療における鎮静に
関するガイドライン 2013

会
日本麻酔科学会

3

歯周病患者における再生治

2014.01

第1版

日本歯周病学会

2014.01

第2版

日本リハビリテーシ

療のガイドライン 2012
4

脳性麻痺リハビリテーショ
ンガイドライン第 2 版

5

ョン医学会

溶血性尿毒症症候群の診断・ 2013.10

第1版

治療ガイドライン 2013

日本小児科学会、日本
腎臓学会、日本小児腎
臓病学会

6

自己免疫性膵炎診療ガイド

2013.12

第2版

ライン 2013

厚生労働省難治性膵
疾患調査研究班・日本
膵臓学会

7

リンパ浮腫診療ガイドライ

2014.02

第2版

ン（第 2 版） 2014
8

外来がん化学療法看護ガイ

日本リンパ浮腫研究
会

2014.02

ドライン 1（2014 年版） 抗
がん剤の血管外漏出および
デバイス合併症の予防・早期
発見・対処 （第 2 版）

3

第2版

日本がん看護学会

9

高血圧治療ガイドライン

2014.04

第4版

日本高血圧学会

2014.04

第1版

日本消化器病学会

2014.04

第1版

日本消化器病学会

2014.04

第1版

日本消化器病学会

2014.04

第1版

日本消化器病学会

2014.02

第1版

日本ペインクリニッ

2014
10

大腸ポリープ診療ガイドラ
イン 2014

11

機能性消化管疾患診療ガイ
ドライン 2014-機能性ディ
スペプシア（FD)

12

NAFLD/NASH 診療ガイド
ライン 2014

13

機能性消化管疾患診療ガイ
ドライン 2014-過敏性腸症
候群（IBS)

14

インターベンショナル痛み
治療ガイドライン 2014

15

ク学会

維持血液透析ガイドライン： 2013.12

第1版

日本透析医学会

血液透析導入 2014
16

デュシェンヌ型筋ジストロ

2014.05

日本神経学会

フィー診療ガイドライン
2014
17

GIST 診 療 ガ イ ド ラ イ ン

2014.04

第3版

2014

日本癌治療学会、日本
胃癌学会、GIST 研究
会

18

産婦人科診療ガイドライン

2014.04

第2版

産科編 2014
19

産婦人科診療ガイドライン

日本産婦人科医会
2014.03

第2版

婦人科外来編 2014
20

重症筋無力症診療ガイドラ

日本産科婦人科学会

日本産科婦人科学会
日本産婦人科医会

2014.03

第1版

日本神経学会

2014.04

第1版

日本泌尿器学会

イン 2014
21

腎盂・尿管癌診療ガイドライ
ン 2014 年版

22

神経筋疾患・脊髄損傷の呼吸

2014.06

リハビリテーション

日本リハビリテーシ
ョン医学会

ガイドライン 2014
23

がん疼痛の薬物療法に関す

2014.06

るガイドライン 2014

4

日本緩和医療学会

24

自己免疫性肝炎（AIH)診療

2014.03

厚生労働省難治性疾

ガイドライン 2013

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||

25

関節リウマチ診療ガイドラ

2014.10

日本リウマチ学会

2014.09

乳癌患者における妊

イン 2014
26

乳がん患者の妊娠出産と生
殖医療に関する診療の手引

孕性保持のための治

き 2014 年版

療選択および患者支
援プログラム・関係ガ
イドラインの開発」班
編

27

大腸 ESD/EMR ガイドライ

第1版

2014.04

ン

日本消化器内視鏡学
会、大腸癌研究会、日
本大腸肛門病学会、日
本消化器病学会

28

胃癌に対する ESD/EMR ガ

第1版

2014.02

イドライン

日本消化器内視鏡学
会
日本胃癌学会

29

膵石症の内視鏡治療ガイド

第1版

2014.04

ライン 2014

厚生労働省難治性膵
疾患調査研究班
日本膵臓学会

4) ガイドライン掲載：
（1） 診療ガイドラインの掲載
診療ガイドラインの掲載については表 3

平成 26 年度診療ガイドライン掲載数一覧の通

りであった。
表 3 平成 26 年度診療ガイドライン掲載数一覧
選定数

平成 25 年度

平成 26 年度

までの掲載数

掲載数

交渉中

その他※

平成 23 年度

44

38

0

1

5

平成 24 年度

51

43

1

4

3

平成 25 年度

42

17

16

9

0

平成 26 年度

29

―

12

17

0

合計

166

98

29

31

8
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※その他：掲載の許可が得られなかった（作成グループ・発行元の意向もしくは交渉中に
改訂版が発行されたもの等）
平成 26 年度の掲載数は 29 件であった。掲載形式は、PDF 形式が 8 件、リンクが 20 件、
HTML が 1 件であった。平成 26 年度に掲載された診療ガイドラインについては、表 4
成 26 年度掲載診療ガイドラインを参照。
表 4 平成 26 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

GIST 診療ガイドラ

日本癌治療学会

イン 2014 年 4 月改

日本胃癌学会

訂（第 3 版）
：構造化

GIST 研究会

2014

金原出版

2014.12.02
リンク

抄録 CD-ROM 付
2

高血圧治療ガイドラ

日本高血圧学会

2014

イン 2014

ライフサ

2014.10.10

イエンス

リンク

出版
3

歯周病患者における

歯周病患者における

再生治療のガイドラ

再生治療のガイドラ

イン 2012

インワーキングメン

2014

医歯薬出

2014.08.19

版

PDF

研究班

2015.03.24

バー
4

自己免疫性肝炎

厚生労働省難治性疾

(AIH)診療ガイドラ

患克服研究事業「難

イン （2013 年）

治性の肝・胆道疾患

2014

PDF

に関する調査研究」
班
5

重症筋無力症診療ガ

2014

日本神経学会

南江堂

イドライン 2014
6

2014.11.18
リンク

神経筋疾患・脊髄損

日本リハビリテーシ

傷の呼吸リハビリテ

ョン医学会

2014

金原出版

2015.03.17
リンク

ーションガイドライ
ン
7

2014

デュシェンヌ型筋ジ

日本神経学会

ストロフィー診療ガ

日本小児神経学会

イドライン 2014

国立精神・神経医療

6

南江堂

2015.03.03
リンク

平

研究センター

8

脳性麻痺リハビリテ

日本リハビリテーシ

ーションガイドライ

ョン医学会診療ガイ

ン 第2版

ドライン委員会

2014

金原出版

2015.02.04
リンク

脳性麻痺リハビリテ
ーションガイドライ
ン策定委員会
9

G-CSF 適正使用ガ

日本癌治療学会

2013

金原出版

イドライン 2013 年

2015.02.04
リンク

版
10

維持血液透析ガイド

日本透析医学会

2013

ライン：血液透析導

日本透析

2014.09.02

医学会

PDF

東京医学

2014.04.15

社

PDF

研究班

2014.09.17

入
11

エビデンスに基づく

2013

日本腎臓学会

CKD 診療ガイドラ
イン 2013
12

科学的根拠に基づく

厚生労働科学研究費

快適で安全な妊娠出

補助金「母親が望む

産のためのガイドラ

安全で満足な妊娠出

イン

産に関する全国調

2013

PDF

査」研究班
13

科学的根拠に基づく

2013

日本肝臓学会

金原出版

肝癌診療ガイドライ

2015.02.04
リンク

ン 2013 年版
14

科学的根拠に基づく

日本口腔腫瘍学会

口腔癌診療ガイドラ

日本口腔外科学会

2013

金原出版

2014.11.18
リンク

イン 2013 年版
15

科学的根拠に基づく

2013

日本膵臓学会

金原出版

膵癌診療ガイドライ

2014.05.08
リンク

ン 2013 年版
16

17

がんのリハビリテー

日本リハビリテーシ

ションガイドライン

ョン医学会

筋萎縮性側策硬化症

日本神経学会

2013

金原出版

2014.07.23
リンク

2013

診療ガイドライン

南江堂

2014.11.18
リンク

7

2013

18

ライフサ

2014.04.01

日本泌尿器科学会

イエンス

リンク

日本小児腎臓病学会

出版

血尿診断ガイドライ

日本腎臓学会

ン 2013

2013

日本臨床検査医学会
日本臨床衛生検査技
師会
19

自己免疫性膵炎診療

自己免疫性膵炎診療

ガイドライン 2013

ガイドライン作成委

2013

日本膵臓

2014.7.15

学会

リンク

金原出版

2014.09.25

員会
20

2013

小児急性中耳炎診療

日本耳科学会

ガイドライン 2013

日本小児耳鼻咽喉科

年版

学会

リンク

日本耳鼻咽喉科感染
症・エアロゾル学会
21

小児特発性ネフロー

日本小児腎臓学会

2013

ゼ症候群診療ガイド

診断と治

2015.02.04

療社

PDF

診断と治

2014.05.16

療社

リンク

照林社

2014.12.26

ライン 2013
22

小児慢性機能性便秘

日本小児栄養消化器

症診療ガイドライン

肝臓学会

2013

日本小児消化管機能
研究会
23

24

静脈経腸栄養ガイド

日本静脈経腸栄養学

ライン 第 3 版

会

造血器腫瘍診療ガイ

日本血液学会

2013

PDF
2013

金原出版

ドライン 2013 年版
25

頭頸部癌診療ガイド

リンク
日本頭頸部癌学会

2013

金原出版

ライン 2013 年版
26

27

2015.03.24

2015.02.04
リンク

日本消化

2014.7.15

鎮静に関するガイド

器内視鏡

PDF

ライン

ライン作成委員会

学会

尿路結石症診療ガイ

日本泌尿器科学会

ドライン 2013 年版

日本泌尿器内視鏡学

内視鏡診療における

内視鏡診療における

鎮静に関するガイド

会

8

2013

2013

金原出版

2015.03.24
HTML

日本尿路結石症学会

28

溶血性尿毒症症候群

厚生労働省科学研究

の診断・治療ガイド

費補助金

ライン

ンフルエンザ等新

2013

（新型イ

日本腎臓

2014.12.02

学会

リンク

日本皮膚

2014.12.02

科学会

リンク

興･再興感染症研究
事業）
重症の腸管出血性大
腸菌感染症の病原性
因子及び診療の標準
化に関する研究班
溶血性尿每症症候群
の診断･治療ガイド
ライン作成班
29

尋常性白斑診療ガイ

日本皮膚科学会

ドライン

2012

（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 26 年度は、5 件の英語版診療ガイ
ドラインを選定し、平成 25 年度までに選定されたものも含めて 8 件の情報を掲載した。選
定された英語版診療ガイドラインについては、表 5

平成 26 年度掲載英語版診療ガイドラ

インを参照。

表 5 平成 26 年度掲載英語版診療ガイドライン
No
1

病気・テーマ

英語版

情報掲載日

がんケア

Clinical Guideline for Pharmacological Management of

2014.04.08

（疼痛の薬物

Cancer Pain: The Japanese Society of Palliative Medicine

治療）

Recommendations. Journal of Clinical Oncology. 43 (9):

9

896-909.
PMID: 23885114
2

蘇生

JRC Guidelines 2010 English version

2014.04.08

http://jrc.umin.ac.jp/english.html
3

原発性胆汁

Guidelines for the management of primary biliary cirrhosis:

性肝硬変

The Intractable Hepatobiliary Disease Study Group

2014.04.08

supported by the Ministry of Health, Labour and Welfare of
Japan. Hepatology Research. 2014 Jan;44 Suppl S1:71-90.
PMID: 24397841
4

5

急性胆管炎・ TG13: Updated Tokyo Guidelines for the management of
胆嚢炎

acute cholangitis and cholecystitis

褥瘡

JSPU Guidelines for the Prevention and Management of

2014.05.13

2014.05.13

Pressure Ulcers（3rd Ed.）
6

顎関節症

Primary treatment of temporomandibular disorders: The
Japanese

Society

for

the

temporomandibular

2014.09.17

joint

evidence-based clinical practice guidelines, 2nd edition
7

高血圧

The Japanese Society of Hypertension Guidelines for the

2015.01.14

Management of Hypertension (JSH 2014)
8

小児急性中

Clinical Practice Guideline for Diagnosis and Management

耳炎

of Acute Otitis Media (AOM) in Children in Japan
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2015.02.04

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。平成
25 年度に、診療ガイドライン作成の国際的な動向を踏まえ、専門部会で作成の中止を決定
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。平成 25 度依頼し、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 4 件を公開した。平成 25 年度に、診療ガイドライン作
成の国際的な動向を踏まえ、専門部会で作成の中止を決定した。

【結果詳細】
1) Minds アブストラクト
平成 25 年度、EBM 普及啓発部会において、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
平成 25 年度、EBM 普及啓発部会において、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、
新規のテーマ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の中止を決
定した。
平成 25 年度に執筆依頼を行なったもののうち、4 件を新たに公開した。
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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 26 年度はコクラン・
レビュー・アブストラクトの日本語訳 244 件を作成し、歯科領域を含めて 554 件をデータ
ベースに収載した。CPG レビューは、執筆後 5 年以上経過し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 26 年度は、244 件の翻訳を作成し、歯科領域を含めて計 554 件をデータベースに収
載した。平成 27 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 2,628 件となっている。平成 26 年度までの公開件数については資料
9「コクラン・レビュー・アブストラクト日本語訳 Minds 掲載数」を参照。
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、2013 年 3 月 12 日の時点に Minds
で公開されている 1,502 件コクラン・レビュー・アブストラクト (2012 issue 12 まで)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。
コクラン・コラボレーション担当者の精査により、その 1,502 件のなかで 561 件を再修正
する必要があり、残りの 941 件は問題なく 2014 年 10 月 20 日の時点でコクラン・ライブ
ラリーとコクラン・サマリーに公開された。
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。平成 25 年度、医療技術評価部会において、
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、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。

12

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 2 件であり、2 件を掲載した。
Minds で作成する一般国民向け情報については、平成 26 年度と 27 年度で、その内容や
提供方法の見直しを図ることとし、Minds 版ガイドライン解説は作成を中止した。
Minds 版やさしい解説については、新規に 5 件の解説の作成に着手した。

【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、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、また、診療ガイド
ラインの掲載依頼の際に、学会版ガイドライン解説の作成状況についてお伺いし、先の掲
載基準に基づき、掲載を進めた。
2 件の学会版ガイドライン解説を掲載した。平成 26 年度に掲載した学会版ガイドライ
ン解説については表 6 平成 26 年度掲載学会版ガイドライン解説を参照。
表 6 平成 26 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

顎関節症

顎関節症患者のための

日本顎関節学会

初期治療ガイドライン
リーフレット
2

高血圧

一般向け「高血圧治療ガイドライン」 日本高血圧学会高血圧治
解説冊子 高血圧の話

療ガイドライン作成委員
会
認定 NPO 法人日本高血圧
協会
NPO 法人ささえあい医療
人権センターCOML

2) Minds 版ガイドライン解説
Minds 版ガイドライン解説は、作成を見送った。
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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 5 件の解説を作成に着手したが公開に
は至っていない。
(1)

急性副鼻腔炎

(2)

川崎病

(3)

脳卒中

(4)

未熟児動脈管開存症

(5)

非歯原性歯痛
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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 26 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、インターネット上での診療ガイドライン作成を支援する GUIDE シ
ステムの運用を開始した。加えて、各システムの運用においてシステム上の課題を明らかに
した後に、システムの修正を実施した。

【結果詳細】
1) Minds ウェブサイト
・トップページ左メニューの整理
トップページの左メニューには、
「Minds の基本事項」、
「診療ガイドラインについて」が
配置されている。これらのコンテンツは、順次追加してきたため、見出しと内容が一致しな
いものや、階層構造を組み替える必要があった。そこでコンテンツの整理を行い、見出しの
付け直しを実施した。その結果、
「Minds の基本事項」には、
「サイトのご利用条件」、
「Minds
について」
、
「著作権について」
、
「Minds の使い方」
、
「よくある質問」を配置した。
「診療ガ
イドラインについて」は、
「診療ガイドラインとは」
、「診療ガイドライン評価選定」を配置
した。
・トップページに「Minds イベントスケジュール」を設置
Minds で実施しているフォーラム、セミナー、ワークショップは、毎年定期的に実施して
いるが、できるだけ早くスケジュールを知りたいという要望があった。そこで、トップペー
ジに「Minds イベントスケジュール」を設置した。イベントスケジュールは、月単位で開催
イベント名、開催日時、開催場所の予定が表示される。
・トップページに「Minds 紹介資料」を設置
Minds を紹介する資料について、ダウンロードすることができるページを作成し、トッ
プページに「Minds 紹介資料」のボタンを設置した。本ページからは PDF ファイルをダウ
ンロードすることが可能になっている。ダウンロードできる資料は、リーフレット、ポスタ
ー、英語版リーフレット、Minds 紹介雑誌記事となっている。
・トップページに「Minds 公式 Facebook」へのリンクを設置
Minds では、本プロジェクトでの活動を紹介するための Facebook ページを運用してい
る。この Facebook ページにリンクするボタンを Minds サイトトップページに設置した。
・ガイドライン作成内に「ガイドライン作成最新トピック」を設置
ガイドライン作成に関するコンテンツは、Minds サイトトップページ上部にある「ガイ
ドライン作成」タブ以下に集約されている。ガイドライン作成コンテンツの充実により、ど
のコンテンツが新たに追加されたものであるのかわかりにくい状態であった。そこでガイ
ドライン作成内、上部に「ガイドライン作成最新トピック」を設置した。新たに追加したコ

15

ンテンツはこの部分に表示されるためガイドライン作成に携わる利用者の利便性が向上し
た。
・疾患・テーマパネルの見直し
Minds サイトのコンテンツは、疾患・テーマカテゴリ名で分類されている。Minds サイ
トでは、対象疾患・テーマの増加が続いているため、従来のパネル形式での疾患・テーマカ
テゴリ名の表示では、画面上で表示しきれない、見づらい、選択しにくい等の問題が生じて
いた。そこで、このパネル画面を見直し、画面左に疾患・テーマカテゴリ名を表示し、画面
右に選択された疾患・テーマをリストする形に変更した。
・English 内にタブの追加
English 内は、
「Guidelines」
、
「Reports」、
「About Minds」についてが表示できるように
なっている。ここ数年でガイドライン作成に関するコンテンツが充実してきており、英語版
のガイドライン作成コンテンツも準備が進んだ。そこで、English 内にガイドライン開発者
向けのタブを追加して、コンテンツを表示できるようにした。最新のタブ構成は、
「Guidelines」
、
「Reports」
、
「For Users」、
「For developers」、
「About Minds」になってい
る。
・バックエンドシステムのコンテンツリリース機能の改善
Minds システムにおいては、バックエンドシステムよりコンテンツの登録を行い、ステ
ータスを変更すると夜間にバッチでリリース作業が実施される仕組みになっている。近年、
コンテンツの登録後、速やかに一般公開をする必要のあるコンテンツが増えたため、コンテ
ンツ登録後にステータスを変更すると、随時にリリースが可能となるような仕組みを開発
した。
・ログ取得システム
Minds サイトへのアクセスは、IIS サーバが出力するサーバアクセスログを用いて、分析
をおこなってきた。近年、Web サイトへのアクセスの分析は、サーバログではなく、Web
サイトのページ内にタグを埋め込むことで、より詳細な情報を得て、詳しい分析を実施する
ことが主流になっている。そこで、Minds サイトにおいても、このタグ埋め込み型のアクセ
スログ取得と解析が可能となるようにした。
・名簿管理システム
Minds プロジェクトは、Minds 事務局を中心に、全国にいる各疾患の専門家や EBM の
専門家に協力いただきながらプロジェクトを進めいている。Minds にかかわる専門家の数
は非常に多く、さらに各専門家は各サブプロジェクトに対して異なる役割で、寄与している。
これらの多数の人と、多数の役割を管理し、連絡・調整を実施できるシステム上の仕組みを
開発した。これにより、誰に対するどのような連絡が、どのステータスにあるのかを一元的
に管理できるようになった。
・モバイル端末向けインターフェイスの開発
近年のモバイル端末の普及により、モバイル端末からの Minds サイトの閲覧が増加して
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いる。Minds サイトは PC を用いての閲覧を想定して開発されているため、モバイル端末
を利用するユーザは、ページの拡大やスクロールを繰り返すことで、Minds サイトを閲覧
している状況であった。そこで、タブレットやスマートフォンを用いて Minds サイトにア
クセスしても、閲覧画面が最適化され、ユーザが閲覧しやすいように、インターフェイスを
開発した。また、モバイル端末に最適化した、コンテンツの検索システムを開発した。また
検索に必要なインデックスを登録できるようにするため、バックエンドシステムの改修を
行った。
2) GUIDE ウェブサイト
・ガイドライン作成マニュアルの章節追加対応
GUIDE システムは、
Minds ガイドライン作成マニュアルに基づくガイドライ作成を Web
上で実現するツールである。ガイドライン作成マニュアルは、随時修正追記が行われるため、
これをベースとした GUIDE システムもコンテンツの変更をする必要が生じる。特に章や
節を追加する場合には、様々なシステム上の影響を考慮する必要が生じる。そこで、マニュ
アルの章・節の追加を随時可能とするようにシステムの開発を行った。
・スコープ確定用記入フォームの改善
GUIDE システムではガイドライン作成過程において、スコープを確定した後に、次のス
テップに進む必要がある。このスコープ確定には、スコープ確定用記入フォームを作成して、
GUIDE システムに登録する仕組みになっている。このスコープ確定用記入フォームは、ア
ウトカム単位に登録する仕様になっており、記入する項目に繰り返しが多くガイドライン
作成者の作業量が多くなり、さらにわかりにくいものであった。そこで、このフォームにつ
いて、クリニカルクエスチョン単位での登録が可能になるように変更して、繰り返し登録す
る項目を最小限にするように改善した。またシステム側もこのフォームに対応するように
改善を実施した。
・アップロードした記入後テンプレートの表示
GUIDE システムは、テンプレートをダウンロード後、ローカル環境で入力を行い、記入
後テンプレートをアップロードする仕組みになっている。アップロードしたファイルは、フ
ァイル名、日付で分類されリストされるようになっている。GUIDE の試験運用にて、この
アップロードリスト使用したところ、アップロードされるファイルは想定以上に多くなり、
各ファイルを識別することが難しい状況であった。そこで、アップロードしたファイルは、
マニュアルの章、節、クリニカルクエスチョン単位で自動的に整理され、リストされるよう
に改善を行った。
・テンプレートのダウンロードボタンの改善
GUIDE システムは、未記入テンプレートをダウンロードし、記入後テンプレートをアッ
プロードすることで、ガイドラインのコンテンツを蓄積することができるようになってい
る。一方で、テンプレートは非常に多くの種類が準備されている上に、未記入テンプレート
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のダウンロード、記入後テンプレオートのアップロード、記入後テンプレートのダウンロー
ドの区別がしにくくなっていた。そこで、ユーザインターフェイスを改善することで、これ
らをわかりやすく区別することができるようにした。
・テンプレートの改善
GUIDE システムが提供するテンプレートは、ユーザの使いやすさを考え、Word および
Excel にてファイルを作成している。Word テンプレートの書式は、文書を記入するだけで
あれば、ほぼ制限はないが、Eecel テンプレートは、さまざまな編集条件があるため、ガイ
ドライン作成者から、わかりにくいとの意見が多数寄せられた。テンプレートの編集条件は、
GUIDE の使い方に詳しく記載しているが、テンプレート内にも編集条件を記載することで、
編集条件がわかりやすくなるように改善した。
・スコープ確定が必要であることの記載
GUIDE システムは、ガイドライン作成の流れに従って、テンプレートを登録するように
なっている。各ガイドライン内では、クリニカルクエスチョン数やアウトカム数により、作
業領域を設定しているが、スコープ確定時点でこの数と内容を確定する必要がある。また、
この確定により、クリニカルクエスチョンの内容や数の変更が出来なくなる。そこでユーザ
に、スコープ確定のシステム上の重要性を周知するために、よりわかりやすい注意事項の記
載を行った。
・管理者権限でのテンプレート削除
GUIDE サイトにてアップロードするファイルは、すべてのバージョンの履歴を保存する
ことができるため、ファイル削除の操作は、Minds 事務局のみが実施できるようになって
いた。一方で、ガイドライン作成者からは、ファイル数が大幅に増加するため必要のないフ
ァイルは削除したいという要望があがってきた。そこで、ガイドライン作成者の持つ権限の
うち、管理者権限において登録したテンプレートを削除する権限を追加で付与した。
・別ウインドウでの表示
GUIDE サイトにおいては、1 ウインドウにすべての情報を表示していた。一方、
「サイト
の紹介」
、
「サイトの使い方」
、
「FAQ」
（よくある質問）は、サイトを利用しながら閲覧する
場合が多く、1 ウインドウの表示では、画面の戻るまたは進むの繰り返しになり、使いにく
かった。そこで、こららの画面は、別ウインドウにて表示することで、これらのコンテンツ
を参照しながら、GUIDE サイトが利用できるように改善を行った。
・Minds アイコンの表示
GUIDE サイトは、Minds サイト内ガイドライン作成のリンクより表示することができ
る。一方 GUIDE サイトから Minds サイトへの移動もあると考え、GUIDE サイトの画面
上部に常に Minds アイコンおよび GUIDE アイコンを示すことで、それぞれトップページ
に容易に戻れるようにした。
・テンプレートの一括ダウンロード
GUIDE サイトのテンプレートは、マニュアルの該当章とともに表示され、ダウンロードで
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きるようになっていた。一方で、テンプレートは非常に多くの種類があり、ガイドライン作
成者から一括でダウンロードできないかという要望が寄せられていた。そこで、テンプレー
トの一括ダウンロードボタンを設置し、ユーザの利便性を高めた。

Minds ウェブサイトのトップページ（http://minds.jcqhc.or.jp/）
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GUIDE ウェブサイトのトップページ（http://minds.jcqhc.or.jp/guide/）
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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 26 年度は、平成 26 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、
76 件の文献が評価対象に挙がり、評価選定作業の結果、29 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 26 年度中に計 16 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 76 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 26 年度は、以下の通り、合計 16 回の診療ガイドライン評価会議を開催した。
第 1 回診療ガイドライン評価会議

平成 26 年 4 月 23 日

第 2 回診療ガイドライン評価会議

平成 26 年 5 月 2 日

第 3 回診療ガイドライン評価会議

平成 26 年 5 月 7 日

第 4 回診療ガイドライン評価会議

平成 26 年 6 月 11 日

第 5 回診療ガイドライン評価会議

平成 26 年 7 月 3 日

第 6 回診療ガイドライン評価会議

平成 26 年 7 月 8 日

第 7 回診療ガイドライン評価会議

平成 26 年 7 月 9 日

第 8 回診療ガイドライン評価会議

平成 26 年 9 月 5 日

第 9 回診療ガイドライン評価会議

平成 26 年 9 月 8 日

第 10 回診療ガイドライン評価会議

平成 26 年 9 月 10 日

第 11 回診療ガイドライン評価会議

平成 26 年 11 月 10 日

第 12 回診療ガイドライン評価会議

平成 26 年 11 月 14 日

第 13 回診療ガイドライン評価会議

平成 26 年 11 月 25 日

第 14 回診療ガイドライン評価会議

平成 27 年 1 月 23 日

第 15 回診療ガイドライン評価会議

平成 27 年 1 月 30 日

第 16 回診療ガイドライン評価会議

平成 27 年 2 月 4 日

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、76 件のガイドラインのうち、29 件が選定された。
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4) 診療ガイドライン選定部会開催状況
平成 26 年度は、以下の通り、合計 5 回の診療ガイドライン選定部会を開催した。
第 1 回診療ガイドライン選定部会

平成 26 年 4 月 16 日

第 2 回診療ガイドライン選定部会

平成 26 年 6 月 6 日

第 3 回診療ガイドライン選定部会

平成 26 年 8 月 7 日

第 4 回診療ガイドライン選定部会

平成 26 年 10 月 16 日

第 5 回診療ガイドライン選定部会

平成 27 年 1 月 21 日

5) 利益相反（COI）への対応
診療ガイドライン評価専門部会員には、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対応した。
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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。平成
25 年度に引き続き新規作成を中止してきた。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。トピックスは 4 件を公開し
た。平成 25 年度の決定を受け、トピックスについても新規作成を中止してきた。
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 26 年度はコクラン・レビュー・アブストラクトの日本語訳 244 件を作成
し、歯科領域を含めて 554 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。

【結果詳細】
1) Minds アブストラクト
平成 25 年度、EBM 普及啓発部会において、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
平成 25 年度、EBM 普及啓発部会において、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、
新規のテーマ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の中止を決
定した。
平成 25 年度に執筆依頼を行なったもののうち、4 件を新たに公開した。
3) コクラン・レビュー・アブストラクトの日本語翻訳
平成 26 年度は、244 件の翻訳を作成し、歯科領域を含めて計 554 件をデータベースに収
載した。平成 27 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 2,628 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・
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ライブラリーとコクラン・サマリーに公開するために、2013 年 3 月 12 日の時点に Minds で
公開されている 1,502 件コクラン・レビュー・アブストラクト (2012 issue 12 まで)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。コク
ラン・コラボレーション担当者の精査により、その 1,502 件のなかで 561 件を再修正する
必要があり、残りの 941 件は問題なく 2014 年 10 月 20 日の時点でコクラン・ライブラリー
とコクラン・サマリーに公開された。
4) CPG (Clinial Practice Guidelines：診療ガイドライン)レビュー
執筆後時間経過し、情報が古くなった CPG レビューの掲載継続の可否について執筆者に
確認を行い、執筆者の方針にもとづいた対応を行った。平成 25 年、医療技術評価部会にお
いて、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、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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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』
【要約】
平成 25 年度に公開した、Minds で提案する診療ガイドラインの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』について、継続的に内容の検討を行ない、
修正版 ver.1.1 を公開した。また、その内容の普及を目的として、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』、その英語版を作成・公開した。
【結果詳細】
1) 『Minds 診療ガイドライン作成マニュアル ver.1.1』の作成・公開
2014 年 7 月 23 日に、
『Minds 診療ガイドライン作成マニュアル ver.1.1』を 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』及び英語版の作成・公開
『Minds 診療ガイドライン作成マニュアル』のエッセンスをまとめた『Minds 診療ガイ
ドライン作成の手引き 2014』を、2014 年 4 月 15 日に書籍として発行し、4 月 22 日には
Minds サイト上で PDF にて公開した。
また、
『Minds 診療ガイドライン作成の手引き 2014』の英語版である『Minds Handbook
for Clinical Practice Guideline Development 2014』を作成し、2015 年 2 月 1 日に発行、
3 月 31 日に Minds サイト上で PDF にて公開した。
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3.2. Minds GUIDE システム
【要約】
平成 25 年度に開発した、ウェブ上で診療ガイドラインを作成・編集することのできる
Minds GUIDE システムについて、限定した診療ガイドライン作成グループの実際の活
用を支援しつつ、システム上、運営上検討すべき情報を収集し、改善・検討を経て、本シ
ステムを一般の診療ガイドライン作成グループに公開した。
【結果詳細】
1) トライアルの実施
5 月 31 日に開催した第 15 回診療ガイドライン作成グループ意見交換会にて、診療ガイ
ドライン作成グループに Minds GUIDE を紹介、トライアルの概要を説明し、トライアル
への参加を募った。本会に参加できなかったグループに対しては、後日案内を行なった。
その結果、7 つの診療ガイドライン作成グループがトライアルに参加した。トライアルで
は、Minds GUIDE システムの使い方を案内したほか、本システムを活用する中で実際に生
じた質問に対して返答を行なった。
2) システムの改善、運営方法の整理
トライアルの中で気づいた課題、トライアルに参加したグループから提出された課題・提
案を検討し、システムの改善点、運営方法の整理を行なった。
3) 一般公開
システムの改善、運営方法の整理を受け、2 月 18 日に本システムを一般の診療ガイドラ
イン作成グループに向けて公開した。
平成 26 年度は 3 グループからユーザ申請を受け付け、ID、パスワードの発行を行なっ
た。
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3.3. 診療ガイドライン作成グループ意見交換会
【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。
【結果詳細】
1）平成 26 年度第１回目（第 15 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：
「診療ガイドライン作成の手引き 2014 の概要」
◇日

時：2014 年 5 月 31 日（土）13:00～17:00

◇場

所：大手町サンスカイルーム

◇司

会：山口 直人・吉田 雅博

◇出席者：51 名（厚生労働省 1 名、講演者 1 名、診療ガイドライン作成グループ 35 名、
部会員 3 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

13:05-13:25

Minds 事業報告
日本医療機能評価機構 EBM 医療情報部 部長

13:25-14:10

須賀 ひとみ
吉田 雅博

診療ガイドライン作成グループからの発表
1.

2.

3.

高血圧治療ガイドライン 2014：作成方法の特徴
札幌医科大学 学長

島本 和明

北里大学病院 副院長

早川 和重

肺癌診療ガイドラインの毎年改訂について
活用される診療ガイドラインを作成する
～周産期診療ガイドラインでの実際～

東京女子医科大学母子総合医療センター 周産期研究事業支援室 特任助教
14:10-14:20

意見交換・質疑応答
＜

14:20-14:30
14:30-14:45

休憩

＞

本日のテーマに関する趣旨説明/全体像
日本医療機能評価機構 特命理事

14:45-15:00

西田 俊彦

山口 直人

『診療ガイドライン作成の手引き 2014』の位置づけ
聖路加国際大学理事長・聖路加国際病院病院長

15:00-15:15

意見交換・質疑応答

15:15-16:00

『診療ガイドライン作成の手引き 2014・診療ガイドライン作成マニュアル』
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福井 次矢

の概要
日本医療機能評価機構 EBM 医療情報部 部長
16:00-16:30

吉田 雅博

診療ガイドライン作成支援ツール「GUIDE」について

16:30-16:55

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 EBM 医療情報部 客員研究員

佐藤 康仁

日本医療機能評価機構 特命理事

山口 直人

2）平成 26 年度第２回目（第 16 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：
「診療ガイドライン活用促進に向けた Minds の取り組み」
◇日 時：2014 年 12 月 20 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：58 名（厚生労働省 2 名、講演者 1 名、診療ガイドライン作成グループ 35 名、
部会員 12 名、他）
（2）プログラム内容
13:00-13:10

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

13:10-13:25

穣

Minds 事業報告
日本医療機能評価機構 EBM 医療情報部 部長

13:25-13:55

片岡

吉田 雅博

診療ガイドライン作成グループからの発表
1. 診療ガイドライン作成中に生じたいくつかの困難について
小児慢性機能性便秘症診療ガイドライン 作成委員長

友政 剛

パル小児科クリニック 院長

2. 小児特発性ネフローゼ症候群 診療ガイドライン 2013
改訂と英文化の取り組み
小児特発性ネフローゼ症候群診療ガイドライン 作成副委員長

石倉 健司

都立小児総合医療センター 医長

13:55-14:40

GUIDE システム導入進捗状況
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

日本医療機能評価機構 EBM 医療情報部

畠山 洋輔

膵癌診療ガイドライン 作成委員長

山口 幸二

藤元総合病院 統括外科部長

14:40-14:50

意見交換・質疑応答
＜ 休憩 ＞

14:50-15:00
15:00-15:30

本日のテーマに関する趣旨説明/全体像
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－診療ガイドラインの活用促進に向けた Minds の取り組み－
日本医療機能評価機構 特命理事

15:30-16:10

診療ガイドラインの活用促進に関するプロジェクトについて
京都大学大学院 医学研究科 医療経済学分野 教授

16:10-16:30

山口 直人
今中 雄一

診療ガイドライン活用促進に関する質問紙調査概要
日本医療機能評価機構 EBM 医療情報部 リーダー

16:30-16:55

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
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奥村 晃子

山口 直人

3.4. 診療ガイドライン作成ワークショップ
【結果詳細】
1) システマティックレビューコースの開発
システマティックレビューコースについて検討を行ない、トライアルを実施した。
診療ガイドライン作成ワークショップ システマティックレビューコース トライアル
日 時：2014 年 8 月 3 日（日）10:00～17:00
場 所：日本医療機能評価機構 10 階大会議室
参加者：20 名
プログラム：
時間

内容

10:00～
10:10

講義 0 診療ガイドライン作成におけるシステマティックレビュー
Ⅰ

10:10～
10:30
10:30～
12:00
12:00～
13:00

講義 1 システマティックレビューの準備的作業：個別研究評価

畠山

実習① バイアスリスク・非直接性の評価とデータの抽出
(昼休憩)：R, metafor インストール確認
エビデンス総体の評価

講義 2-1 エビデンス総体の評価①

森實
畠山

実習②-1 メタアナリシスの実施
講義 2-2 エビデンス総体の評価②

森實

実習②-2 エビデンス総体の評価の実施

14:50～
15:00

(休憩)
Ⅲ

15:00～
15:20
15:20～
16:00
16:00～
16:05
16:05～
16:50

山口

エビデンスの評価：個々の報告評価

Ⅱ
13:00～
13:15
13:15～
14:00
14:10～
14:20
14:20～

演者

観察研究の評価と統合

講義 3-1 観察研究の評価と統合①

森實

実習③-1 観察研究の評価の実施
講義 3-2 観察研究の評価と統合②
実習③-2 観察研究の統合の実施
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森實

16:50～
17:00

質疑応答

トライアル実施後、参加者からのコメントを受け、プログラム、運営方法を見直し、シ
ステマティックレビューコースとして開発した。
2) 診療ガイドライン作成ワークショップの開催
（1）診療ガイドライン作成ワークショップ（第 5 回）
日 時：2014 年 5 月 27 日（土） 10:00 ～ 17:00
場 所：日本医療機能評価機構 9 階ホール
コース：基礎コース
参加者： 56 名
プログラム：

時間
10:00～10:20
(20 分)

内容

１．ワークショップの概要と診療ガイドライン作成の全体像 山口 直人
第１部

10:20～10:40
(20 分)
10:40～11:50
(70 分)
11:50～12:50
(60 分)

スコープ（SCOPE）作成

２．スコープ（SCOPE）作成（CQ 設定含む）

清原 康介

【グループ実習①】CQ 設定

福岡 敏雄

昼休憩
第２部

12:50～13:20
(30 分)
13:20～14:50
(90 分)
14:50～15:00
(10 分）

エビデンスの評価と統合

３．エビデンスの評価と統合（収集、メタアナリシス含む） 吉田 雅博
【グループ実習②】エビデンスの評価と統合

吉田 雅博

休憩
第３部

15:00～15:20
(20 分)
15:20～16:40
(80 分)
16:40～17:00
(20 分)

演者

推奨の作成

４．推奨診療の提示と推奨の強さの決定

吉田 雅博

【グループ実習③】推奨の作成

吉田 雅博

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 6 回）
日 時：2014 年 9 月 13 日（土） 10:00～17:00
場 所：日本医療機能評価機構 9 階ホール
コース：システマティックレビューコース
参加者：54 名
プログラム：
時間

内容

10:00～
10:10

講義 0 診療ガイドライン作成におけるシステマティックレビュー

演者
山口

Ⅰ システマティックレビューの準備
10:10～
10:30
10:30～
12:00
12:00～
13:00

講義 1 システマティックレビューの準備

畠山

実習① システマティックレビューの準備
(昼休憩)：R, metafor インストール確認
Ⅱ 定量的システマティックレビュー

13:00～
13:15
13:15～
14:00
14:00～
14:10
14:10～
14:50
14:50～
15:00

講義 2-1 定量的システマティックレビューの実際①
実習②-1 メタアナリシスの実施
講義 2-2 定量的システマティックレビューの実際②

森實

実習②-2 エビデンス総体の評価
(休憩)
Ⅲ

15:00～
15:20
15:20～
16:00
16:00～
16:05
16:05～
16:50
16:50～
17:00

森實
畠山

観察研究の評価と統合

講義 3-1 観察研究の評価と統合①

森實

実習③-1 観察研究の評価の実施
講義 3-2 観察研究の評価と統合②
実習③-2 観察研究の統合の実施
質疑応答
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森實

（3）診療ガイドライン作成ワークショップ（第 7 回）
日 時：2014 年 12 月 6 日（土） 10:00～17:00
場 所：日本医療機能評価機構 9 階ホール
コース：基礎コース
参加者：52 名
プログラム：

時間
10:00～10:20
(20 分)

内容
１．ワークショップの概要と診療ガイドライン作成の全体
像

演者
山口 直人

第１部 スコープ（SCOPE）作成
10:20～10:50
(30 分)
10:50～12:00
(70 分)
12:00～13:00
(60 分)

２．スコープ（SCOPE）作成（CQ 設定含む）

清原 康介

【グループ実習①】CQ 設定

清原 康介
吉田 雅博

昼休憩
第２部

13:00～13:30
(30 分)
13:30～15:00
(90 分)
15:00～15:10
(10 分）

エビデンスの評価と統合

３．エビデンスの評価と統合（収集、メタアナリシス含
む）

森實 敏夫

【グループ実習②】エビデンスの評価と統合

森實 敏夫

休憩
第３部

15:10～15:30
(20 分)
15:30～16:50
(80 分)
16:50～17:00
(10 分)

推奨の作成

４．推奨診療の提示と推奨の強さの決定

吉田 雅博

【グループ実習③】推奨の作成

吉田 雅博

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 8 回）
日 時：2015 年 2 月 21 日（日） 10:00～17:00
場 所：日本医療機能評価機構 9 階ホール
コース：システマティックレビューコース
参加者：56 名
プログラム：
時間

内容

10:00～
10:10

講義 0 診療ガイドライン作成におけるシステマティックレビュー
Ⅰ

10:10～
10:30
10:30～
12:00
12:00～
13:00

清原

実習① システマティックレビューの準備
(昼休憩)：R, metafor インストール確認
定量的システマティックレビュー

講義 2-1 定量的システマティックレビューの実際①

森實
畠山

実習②-1 メタアナリシスの実施
講義 2-2 定量的システマティックレビューの実際②

森實

実習②-2 エビデンス総体の評価
(休憩)
Ⅲ

15:10～
15:30
15:30～
16:05
16:05～
16:10
16:10～
16:50
16:50～
17:00

山口

システマティックレビューの準備

講義 1 システマティックレビューの準備

Ⅱ
13:00～
13:15
13:15～
14:15
14:15～
14:25
14:25～
15:00
15:00～
15:10

演者

観察研究の評価と統合

講義 3-1 観察研究の評価と統合①

吉田

実習③-1 観察研究の評価の実施
講義 3-2 観察研究の評価と統合②

吉田

実習③-2 観察研究の統合の実施
質疑応答

・配布資料
当日は、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。
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・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。
・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」を編成した。平成 26 年度は 4 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
て公開した。詳細は 3.7 参照。
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3.5. Minds セミナー
【結果詳細】
タイトル：
「臨床現場における診療ガイドラインの活用とその法的位置づけ」
日

時：2014 年 10 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：71 名
プログラム：
時

間

13:00～
13:15
13:15～
14:15
14:15～
14:45
14:45～
15:00
15:00～
15:30
15:30～
16:00

内

容
山口 直人

本セミナーの趣旨

(日本医療機能評価機構)

診療ガイドラインの法的位置づけ

桑原 博道
(仁邦法律事務所)

Minds の提案する診療ガイドライン作成方法

吉田 雅博
(日本医療機能評価機構)

（休憩）
臨床における診療ガイドライン活用の現状

福岡 敏雄
(倉敷中央病院)

ディスカッション

・配布資料
当日はスライド集を配布した。
・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。
・開催報告
本セミナーの開催について、Minds サイト上で報告した。
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3.6. 医学文献情報の提供
【結果詳細】
トピックス 4 件、コクラン・レビュー・アブストラクト日本語訳 554 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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3.7. その他の作成支援
【結果詳細】
1) 診療ガイドライン作成 FAQ
平成 26 年度は 4 件の診療ガイドライン作成 FAQ を追記した。
2) 診療ガイドライン作成に関する講演/アドバイザー依頼窓口
平成 26 年度は窓口の運営を継続し、12 件の依頼相談を受け、11 件の紹介を行なった。
3) その他資料
EBM 普及啓発部会で部会員に紹介いただいた次の論文を紹介した。
「診断精度研究のバイアスリスク評価ツール QUADAS－2」
『薬理と治療』
（vol.42 suppl.2,
pp: s127-s134）
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4. EBM 普及啓発活動
4.1. Minds フォーラム
【要約】
日本における、EBM、診療ガイドライン、そして、Minds の活用を促進するために、平
成 27 年 3 月 8 日（日）に Minds フォーラム 2015「Minds2020 に向けた展望と課題」をコ
クヨホールでを開催した（参加者 144 名）。
【結果詳細】
以下の通り、
「Minds フォーラム 2015」を開催した。
日時：2015 年 3 月 8 日(日) 13：00～17：00
場所：コクヨホール
主題：
「Minds2020 に向けた展望と課題」
参加者：144 名
プログラム：
＊敬称略

時 間

内

容

演 者

＊敬称略

井原 哲夫
13:00～
13:10

(日本医療機能評価機構 理事長)

開会の挨拶

松原 謙二
(日本医師会 副会長)

司会：今中 雄一
(京都大学 教授)

13:10～
13:35
13:35～
14:00
14:00～
14:25
14:25～
14:50

我が国における診療ガイドライン黎 福井 次矢
明期について

(聖路加国際病院 院長)

山口 直人

Minds13 年間のあゆみ

(Minds 担当特命理事)

厚生労働行政の立場からの提言
地域医療の中でかりつけ医と Minds

片岡 穣
(厚生労働省 医政局 研究開発振興課
情報推進室 室長)

石川 広己
(日本医師会 常任理事)

14:50～

(休憩)
15:05

15:05～
15:30

Minds に望むこと：医療施設の立場か 原 義人
ら

(日本病院会 理事)
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医療技術

15:30～
15:55

Minds2020 に向けた展望と課題

山口 育子

患者・市民の立場からの提言

(ささえあい医療人権センターCOML 理事長)

司会：
山口 直人 今中 雄一
パネリスト：
討
15:55～
16:55

福井 次矢

論

石川 広己
原 義人

※指定発言

山口 育子

15:55～16:05 遠藤先生

中山 健夫(京都大学

16:05～16:15 森先生

教授)

吉田 雅博(Minds 担当部長)
指定発言：
遠藤 弘良(東京女子医科大学

教授)

森 臨太郎(国立成育医療研究センター)
16:55～
17:00

河北 博文

閉会の挨拶

(日本医療機能評価機構 副理事長 兼 専務理事)

・配布資料
当日は資料集を配布した。
・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。
・開催報告
本フォーラムの開催について、Minds サイト上で報告する予定である。
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4.2. Minds セミナー
【結果詳細】
タイトル：
「臨床現場における診療ガイドラインの活用とその法的位置づけ」
日

時：2014 年 10 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：71 名
プログラム：
時

間

13:00～
13:15
13:15～
14:15
14:15～
14:45
14:45～
15:00
15:00～
15:30
15:30～
16:00

内

容
山口 直人

本セミナーの趣旨

(日本医療機能評価機構)

診療ガイドラインの法的位置づけ

桑原 博道
(仁邦法律事務所)

Minds の提案する診療ガイドライン作成方法

吉田 雅博
(日本医療機能評価機構)

（休憩）
臨床における診療ガイドライン活用の現状

福岡 敏雄
(倉敷中央病院)

ディスカッション

・配布資料
当日はスライド集を配布した。
・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。
・開催報告
本セミナーの開催について、Minds サイト上で報告した。
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4.3. 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。平
成 25 年度に『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、平成 26 年度は『マニュアル』の内容の検討を進めた。また、『マニュアル』の内容を
eLearning として実現する方法について検討した。
【結果詳細】
（1）一般向け総論
平成 25 年度に、
『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 26 年度もマニュアルの検討を進め
た。
（2）医療提供者向け啓発書
平成 25 年度に、『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 26 年度もマニュアルの
検討を進めた。
（3）e ラーニング
平成 25 年度に、
『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。平成 26 年度もマニュアルを検討し、eLearning
で実現する方法について資料を収集し、検討を進めた。
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4.4. 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させるために、様々な媒体での広報活動を計画・実施し
た。平成 25 年度に作成した Minds サイトを紹介するポスターとリーフレットを認定病院
等関係機関 5,399 箇所、東京都地区医師会所属の医師 10,017 人に配布した。また、英語版
リーフレットを作成し、国際学会で配布した。さらに、医師・レジデント・看護師等の医療
提供者を対象とした新聞への広告掲載を行った。

【結果詳細】
次の通り、広報活動を行った。
1）ポスター・リーフレットの配布
（1）関係機関への配布
平成 26 年 4 月～5 月に、認定病院（平成 26 年 4 月時点 2,326 病院）、医師・歯科医師・
看護師・薬剤師団体、医学・歯学・看護・薬学系学校等の医療提供者及び医療系学生と、
患者会、患者図書館、マスコミ、Minds イベント参加者等の一般市民を対象に、5,399 箇
所に配布した。また、機構内で開催されるイベント等で配布を行った。
（2）東京都地区医師会所属の医師への配布
平成 26 年 7 月に、東京都地区医師会事務局 47 箇所に配布し、各地区医師会事務局か
ら東京都地区医師会所属の医師 10,017 人に配布していただいた。
（1）
、
（2）合わせたポスター・リーフレットの配布数は以下のとおり。
・A2 ポスター：

4,808 枚

・A3 ポスター： 19,811 枚
・リーフレット：129,684 枚
2）英語版リーフレットの作成・配布（資料 16 参照）
台湾で開催された国際学会 ISEHC (International Society for Evidence-Based Health
Care) Conference 2014 にて、ポスター発表者 4 名のブースに設置し、約 100 枚を配布し
た。
3）新聞への広告掲載（資料 17 参照）
幅広い医療者を読者とした媒体に、Minds 事業を紹介する広告を掲載した。掲載紙、掲載
号、発行部数は次の通り。
掲載媒体：週刊医学界新聞
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・3 月 9 日 レジデント号（発行部数 75,000 部）
・3 月 16 日 通常号（発行部数 55,000 部）
・3 月 23 日 看護号（発行部数 60,000 部）
・3 月 30 日 通常号（発行部数 55,000 部）
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5. EBM に係る海外動向調査
5.1. Guidelines International Network(G-I-N)
【要約】
平成 26 年 8 月 20 日～23 日に、オーストラリア、メルボルンにて開催された「第 11 回
G-I-N Conference」へ 2 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：11thGuidelines International Network Conference 2014
主 題：“Creation and Innovation: Guidelines in the Digital Age”
会 長：Dr Amir Qaseem
会 場：Melbourne Convention & Exhibition Centre（オーストラリア、メルボルン）
日 時： プレカンファレンス 8月20日
本会議

8月21日～23日

主 催：Guidelines International Network(GIN）
参加者：参加者約340名（うちMinds から2名）
演題数：194演題（うちMindsから4演題の口演と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（本会議開始前の講習会、5 コース、8 月 20 日 08:30-16:30）
① Grade and Guideline Development
② Information technology in the development, dissemination and implementation
of guidelines
③Translating research findings and evidence-based guidelines into clinical practice
④Contextualizing international guidelines: A practical approach in guideline
construction
⑤Adding to evidence‐the role of clinical and lay members and health economics in
developing clinical guidelines
(2)本会議プレナリーセッション（教育講演 5 演題、8 月 21-23 日）
①Plenary1：
「Guideline development: Where does technology begin and end?」
演者：Associate Professor Winfried Hauser/Dr Julian Elliot/Dr Fergus Macbeth
②Plenary2：
「Guideline Implementation: Is technology the magic fix?」
演者：Associate Professor Per Vandvik/Professor Rod Jackson/Dr Denise O Connor
③Plenary3：
「Guidelines in developing countries: Challenges and solutions」
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演者：Dr Emmy De Buck &Mr Brian Bilal/Dr Maria Silvestre/
Dr Krisantha Weerasuriya
④Plenary4：
「Panel debate‐Use Twitter @GIN Conference #GIN debate to join the
debate」
⑤Plenary5：
「Guidelines in practice：Making recommendations for patients, not
conditions」
演者：Associate Professor Cynthia Boyd/Dr Rae Thomas & Mr Ross Smith/
Professor Allen Frances
(3) ワークショップ（小グループによる実習・討論、4 演題、8 月 21-23 日）
(4) パネルセッション（演者による討論会、1 演題、8 月 22 日)
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：
1)「Guideline development support tool and educational workshops for clinical practice
guideline developers in Japan」
（口演）
2)「Key points of MINDS handbook for clinical practice guidelines development 2014
in Japan: indirectness, patients’ values and preferences, and resource use」
（ポスター発表）
・奥村晃子、他
3)「Disclosure situation of funding source and conflict of interest in clinical practice
guidelines developed in Japan」
（口演）
・畠山洋輔、他
4)「External review in the process of clinical practice guidelines in Japan」（口演）
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5.2. The International Society for Quality in Health Care (ISQua) International
Conference
【要約】
平成 26 年 10 月 5 日～8 日に、ブラジル、リオデジャネイロにて開催された「第 31 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),
31thInternational Conference
主 題：“Quality and Safety along the Health and Social Care Continuum”
会議長：Dr Tracey Cooper、Jose Carvalho de Noronha
会 場：Windsor Barra Hotel（ブラジル、リオデジャネイロ）
日 時：プレカンファレンス 10月5日、本会議 10月6日～8日(4日間)
参加者：約1000名[68ヵ国]（うちMindsから 2名）
演題数：教育口演4演題、口答発表250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
（1）本会議主要テーマ
① Governance, Leadership and Health Policy
② Improvement Science and Patient Safety Solutions
③ Patient Centred Care
④ Accreditation and External Evaluations Systems
⑤ Education and Research
⑥ Learning with Developing Countries
⑦ Comparative Effectiveness in Health Information Technology and Health
Technology Assessment
⑧ Health and Social Care for Vulnerable and Older Persons
⑨ Integrated Care
（2）プレカンファレンス（本会議開始前の講習会、4 コース、10 月 5 日）
① External Evaluation Day/ Accreditation
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② Implementation of Patient Recorded Outcome Measures (PROMs):
Key Lessons Learnt
③ Quality in Health Care and Patient Safety in Latin America
④ Patient Safety and Quality Tools
Patient Safety tools in the real world: Keys to successful implementation
(3) 本会議プレナリーセッション（教育講演 4 演題、10 月 6-8 日）
①Plenary1 :「Integrated Care and Multimorbidity ; The Challenges」
演者：Stewart Mercer
②Plenary2：
「Health Technology Assessment and Quality of Health Services」
演者：David Banta
③Plenary3：
「Getting to Patient-Centered Care and Better Outcomes by Engaging
Patients as Partners-From Direct Care to Policy Making」
演者：Sue Sheridan
④Plenary4：
「General practitioners: the boundary specialists」
演者：Martin Marshall
（4）口

演：250 演題

（5）ポスタープログラム：300 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。
・

山口 直人、他（ポスター発表）

1）
「Integration Of Evidence-Based Practice And Patient-Centered Care By
Clinical Practice Guidelines; The Current Status In Japan」
・

奥村晃子、他（口答発表）
：

2）
「Clinical Practice Guideline-Based Information Tool for Patient and Public」
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5.3. International Society for Evidence-Based Health Care（ISEHC）Conference
【要約】
平成 26 年 11 月 6 日～9 日に、台湾、台北にて開催された「第 3 回 ISEHC 国際会議」
へ 5 名が参加し、EBM および診療ガイドラインに関連する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：3rd International Society for Evidence-Based Health Care (ISEH) Conference
主 題：Knowledge Translation and Decision Making for Better Health:
Challenge of Glocalization
主 催：・Ken N. Kuo Chair Professor & Director, Center for Evidence-Based
Medicine, Taipei Medical University, Taiwan
・Chiehfeng Chen President, Taiwan Evidence-Based Medicine Association
(TEBMA)
・Paul Glasziou Professor, Bond University, Australia & Chairman of the
Board, ISEHC
会 場：台北市 国立台湾大学病院 国際会議場
日 時：プレカンファレンス 11 月 6 日、本会議 11 月 7 日～9 日(4 日間)
参加者：532 名[24 ヵ国]（うち Minds から 6 名）
演題数：教育口演 7 演題、口答発表 62 演題、ポスター発表 198 演題
（うち Minds からは 6 演題）
2) 会議内容の概要
（1）プレカンファレンス（本会議開始前の講習会、7 コース、11 月 6 日）
①ワークショップ-Shared Decision Making I: Using SDM to Translate EBM into
Practice
②ワークショップ-Cross-Strait Evidence-Based Healthcare Forum: GRADE
Training in Mandarin
③ワークショップ- Systematic Review and Synthesis of Qualitative Health
Research
④ワークショップ- Shared Decision Making II: Teaching SDM as Part of EBP
⑤シンポジウム- Cross-Strait Evidence-Based Healthcare Forum:
Systematic Review & Evidence-Based Medicine Workshop in Mandarin
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⑥ワークショップ- GRADE: Grading Quality of Evidence and Strength of
Recommendations
⑦ワークショップ- Practical Aspects of Rapid Systematic Reviews
(2) 本会議プレナリーセッション（教育講演 4 演題、11 月 7-9 日）
①Plenary1 : Five Radical Proposals to Evolve EBM
演者 Paul Glasziou (Bond University, Australia)
②Plenary2：What Will It Take for Evidence-Based Health Care to Become
Successful?
演者 R Brian Haynes (McMaster University, Canada)
③Plenary3：Implementation of Evidence-Based Healthcare Practice in Japan:
The Role of MINDS
演者 Naohito Yamaguchi (Japan Council for Quality Health Care, Japan)
④Plenary4：EBM is Personalized Medicine
演者 Gordon H. Guyatt (McMaster University, Canada)
⑤Plenary5：EBHC Policy: The Role of Glocalization
演者

Ken N. Kuo (Center for Evidence-Based Medicine, Taipei Medical

University, Taiwan)
⑥Plenary6：The Challenges of EBHC in Patients with Multiple Chronic Conditions
演者 Victor M. Montori (Mayo Clinic, USA)
⑦Plenary7：Bringing Evidence-Based Practice and Shared Decision-Making
Together
演者 Lyndal Trevena (The University of Sydney, Australia)
（4）口

演：62 演題

（5）ポスタープログラム：198 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：
1) The key points of MINDS handbook for clinical practice guidelines development
2014”, “manual 2014” and web system “GUIDE ”（ポスター発表）
・奥村晃子、他
2) Systematic Evaluation Method for Clinical Practice Guidelines Developed in
Japan(口演）
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・畠山洋輔、他
3) Improving the Workshop of Evidence-based Clinical Practice Guidelines
Development: A Project of MINDS Supporting the Development of Guidelines in Japan
（ポスター発表）
・矢口 明子、他
4）The Status Quo and the Future Direction Concerning the Plain Explanation of the
Medical and Healthcare Terms in the Clinical Practice Guidelines for the Public on the
MINDS Guideline Center Website （ポスター発表）
・歌川 まどか、他
5）Public Relations Aimed at People not Familiar with the Internet for MINDS
（ポスター発表）
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5.4. 海外主要文献等の調査
【要約】
平成 26 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、引き
続きガイドライン作成方法を中心に、IOM（Institute of Medicine）関連事項他ついて調査
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『Institute of Medicine のレポート(2011)に見る診療ガイドラインの
方向性―新定義と作成・普及・導入・評価』を作成し、公開した。
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5.5. AGREE-HS 試験的評価への参加
【要約】
診療ガイドラインに対する国際的に標準的な評価ツールである AGREE II を開発した
AGREE Enterprise より、新たに開発しつつあるより広い医療システムに対する評価ツー
ル AGREE-HS の試験的評価への参加の依頼を受けた。試験的評価の中で、評価項目に目新
しい項目はなかったものの、より利用者の視点を考慮する構成となっており、利用者の環境
によって結果が異なる可能性があることが伺えた。

【結果詳細】
WHO が作成した特定の HS（Health System）ガイドラインを対象に、ドラフト版の
AGREE-HS を用いて試験的評価を行った。対象となる HS ガイドラインの閲覧、試験的評
価とあわせて 5 時間程度であった。
AGREE-HS は、30 の個別評価項目と、1 つの全体評価項目で構成されていた。また、試
験的評価ということもあり、AGREE-HS に対する評価を行う項目が 5 つ、評価者の属性を
問うものが 1 つあった。
試験的評価に参加する中で、次のような知見を得た。
1) 評価の領域と項目については、AGREE-II と類似
2) 利用者視点の評価項目（適用可能性）が詳細で、利用場面の想定が容易
3) 利用者が置かれている状況に応じて評価が変動
今後、AGREE-HS が完成した際には情報提供を受けることになっている。情報提供に基
づいて内容を再度吟味し、事業で活用できる点があるか検討を行なう。
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6. お問い合わせ対応体制
継続的にシステム改革を進め、常に使いやすい Minds となるための情報窓口を充実さ
せる。
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）
【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、問い合わせ内容の中で、ガイド
ライン作成に関連する内容についてのフィードバックを行った。
【結果詳細】
下記の通り、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 26 年度第１回目（第 15 回）診療ガイドライン作成グループ意見交換会
日時：2014 年 5 月 31 日(土) 13：00～17：00
場所：大手町サンスカイルーム 24 階 E 室
参加者：51 名（講師・事務局スタッフ含む）
2）平成 26 年度第２回目（第 16 回）診療ガイドライン作成グループ意見交換会
日時：2014 年 12 月 20 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
参加者：58 名（講師・事務局スタッフ含む）
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6.2. お問い合わせページの充実、ご相談ページの充実
構築したシステムの保守、評価、実際の問い合わせへの対応を行う。
【結果詳細】
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 26 年度の問い合わせ件数は合計 170 件であった。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：53 件
リンク希望：8 件
依頼：52 件（内訳：転載・引用依頼 17 件、講演依頼 1 件、ガイドライン掲載依頼 2 件、
その他の依頼 32 件）
その他の質問：33 件、ご意見・ご感想：24 件
合計：170 件
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7. その他
7.1. 一般向け情報提供に関するニーズ調査
要約
今後の Minds の一般向け情報のあり方について検討するための参考情報とするため、患
者・市民の医療や健康に関する情報に関するニーズや、現 Minds の評価を目的としてフォ
ーカスグループインタビューを実施した。
患者・市民は、膨大な情報量から必要な情報を選択するのに苦労をしながら、疾患の概要、
自身の症状や予後、治療を中心に調べている事実が明らかになり、またその理解のため用語
の解説や検査結果の読み解きに関しての具体的な要望もあげられていた。
Minds やさしい解説は概ね評価が高かったが、Minds の認知は低く、その認知やサイト
へのアクセスビリティも大きな課題であることが示された。
医療者との意思決定に着目した情報ニーズについて焦点を絞ったさらなる調査により、
Minds ならではの情報提供の糸口がつかめることも考えられる。
【結果詳細】
1) 参加者背景（性別、年齢、自身や家族が診断を受け調べたとしてスクリーニング時に挙
げられた疾患名）


グループ１ 女性 5 名

①54 歳 胃がん、②65 歳

夫が顔面麻痺 ③47 歳 アレルギー、④40 歳 夫が大腸憩室

炎 ⑤54 歳 家族が髄膜炎


グループ２ 男性 6 名

①31 歳 扁桃周囲膿症、 ②36 歳 初めて手術 ③45 歳 子どもが骨髄の病気 ④53 歳
健康診断結果から ⑤59 歳


健康診断結果から ⑥56 歳 高血圧

グループ３ 女性 6 名

①44 歳 母が眼底（網膜？）剥離、父が肺がん ②25 歳 乳がん子宮がん検診 ③41 歳
不妊治療、胃内視鏡検査 ④50 歳 甲状腺がん、父が骨折を繰り返し ⑤34 歳 子どもが
口の中が痛んだとき ⑥56 歳 更年期障害など
2) 情報探索行動の現状、課題やニーズ

（斜体は発言から）

(1) 情報探索行動のきっかけ
医療や健康に関する情報探索行動のきっかけとなったのは、①身体に気になる症状があっ
て、②医師から診断を受けて、③健康診断の結果からと大別され、この他、知人の病気を知
ってというものが挙げられた。
①では、｢身体の部位｣｢自覚症状｣を検索語に、｢疑われる疾患｣やその｢疾患概要｣から受診の
必要性について考慮し、
「受診科」を調べ、さらに｢専門医｣や｢医療機関｣を調べるという流
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れについて多くの方から語られた。またその際の「検査」についてもあらかじめ知識を得て
受診しようとする方もいた。
②医師から診断を受けてからは、その治療過程や背景によりさまざまな情報を求めており、
その内容については後述する。医師から受けた説明でわからないことは、その場で聞くより
むしろ診察室を出てからインターネットで調べるという人が複数いた。
③今回の調査への参加者を選定する際、男性は具体的な疾患を上げた人が少なく、その結果
健康診断結果について記載した人が２名加わり、健康診断結果で数値の変化から「疑われる
疾患」について調べるという発言があった。また他の参加者でも、自身や家族の検診結果が
陽性であったことが調べるきっかけになっていた。
(2) 検索行動
診断された後の情報探索行動としては、具体的にわからない用語がある場合を除き、多く
の方が、Yahoo や Google といった検索サイトを用いて、疾患名を中心に入力し、さまざま
なサイトを訪問することに多くの時間を費やしていた。中には検索されて出るサイトを上
からすべて見ていくという人もいた。また、まずは疾患の概要を知り、そこから気になる言
葉、内容について深く調べるという方法を複数の人が挙げ、そのため、「多くのウィンドウ

が開いている」という人もいた。
訪問サイトとして記憶していたのは、ウィキベディア、通院している病院のサイト、知恵
袋のような質問サイトで、それ以外は多くが記憶があいまいであり、その選択に具体的な基
準はみられなかった。人によっては｢怪しいサイトは除く｣として知恵袋を上げた人がいた
一方、口コミサイトや質問サイトに志向する参加者もみられた。また、体験談、患者さんの
ブログもよく利用されていた。
(3) 調べた情報の内容
受診後に調べた内容には、以下のものがあった。
・疾患の概要
・症状
・予後
・メカニズム
・検査値とその読み方(病状)、正常値
・検査方法
・薬剤名と効用、副作用、飲み合わせ
・治療
・手術（具体的方法、安全性、傷跡、他）
・予防法
・入院生活
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・後遺症
・医学用語
・保険、費用
・病院、医師
(4) 医師との意思決定に関連した情報
今回のインタビュー調査では、医師、医療専門職との対話、特に治療に関する意思決定に関
わる対話と情報探索に関して、特に質問事項として設定していなかったが、以下のような事
例が抽出された。
事例１：30 代女性。妊娠時の子宮頸癌検査で３A となった。分娩を断られたため、自身の
状態と将来の癌化の可能性について調べた。迷ったが出産。その後、経過観察だったが、医
師より異形性手術を勧められ、手術。
事例２：50 代女性。甲状腺腫瘍。手術に際し、医師より説明を受けた際、
「石灰化」につい
てわからなかった。
「腫瘍の石灰化」で将来の癌化の可能性についてしらべた。また、手術
の傷口について、
「甲状腺腫瘍の傷口」で調べた。手術。
事例３：30 代女性。子どもの喘息でいつもと違う小児科を受診。処方されたいつもと違う
薬について「副作用で癌になるという他のお母さんもいるが大丈夫」といわれたが心配で調
べたら、
「使い続けるとその可能性あり」との情報により不安に思い、その医師にはかかっ
ていない。
(5) 情報の入手、理解や利用する上で困っていること
（情報の入手）
・検索後に出てくるサイトの数が多く、またその内容に疑問がもたれるとのことから、「調

べ方で苦労する時代なんだな」との発言もあり、信頼できる情報の収集に困難を感じている
人も複数見られた。
・医師から言われた内容がわからなくても、聞きにくいと感じている。その理由として、診
療時間の短さ、医師は高圧的であるとのイメージ、かつての医師とのミスコミュニケーショ
ンなどがあげられた。
（情報の理解）
・用語が難しくて理解できないことがある/・漢字が読めず、調べるのにも困る
という意見や
・難しいサイトは除く、という人もあった。
(6) 欲しい情報、サイト
どのような情報が欲しいかという問いに対し、
・検査の方法や結果の見方
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への要望があった他、
欲しいサイトとして、
・薬の飲み合わせが調べられるサイト、市販薬が調べられるサイト/・病院情報（施設や設
備、医師について、予約ができる）のサイト
があげられた。さらに、
・個別の質問・疑問に答えが得られるサイト（例、インプラントをすべきかそうでないか）
への要望も複数あり、それは、他にも要望があった、質問に対し専門家が答えるという双方
向性のサイトのみでなく、
「応えてくれなくても分かればいい」という意見も見られた。
また、求める情報の内容にもよるが、サイトを見るとき更新日時に気をつける人も多く、
情報の新しさへのニーズも高いと思われた。
3) Minds の評価
(1) コンテンツ
①やさしい解説
（良い点） PDF 出力を見たほぼすべての参加者が
・わかりやすい、見やすい/・文字と図のバランスが良い
と高く評価した。
さらに、
・正しく新しい情報があるだけで価値がある/・最初の一歩として安心信頼できるものがあ
るのが良い/・医師から聞いたことを確認できるのが良い
との意見があった。
（問題点）一方で、
・一般の人が用いない表現がある/・読めない漢字がある/・分からない言葉がある/・自分と
関連がなければ分量が多く読むのが苦痛
といった難易度に関する感想があり、
「素人のレビューはしているのか？」と指摘を受けた。
また、
・文字などに強調/・文字を大きく
という表現上の工夫についての問題が指摘された他、
・このような疾患の解説は他にもあるのではないか
というコンセプトへの指摘もあった。
（提案）
・用語や検査値にカーソルをもっていくと解説が出ると良い
という提案があった他、
・検査値に関して、正常値や異常値が出たときの対応/・一般的な病気の対象者別の対応
/・以前の治療法と変わった点
などについて追加が欲しいという意見、
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また、
・やさしい解説から、知りたい人はさらに深く入ればよい
といった本コンテンツの位置づけについての意見もあった。
② ガイドライン解説
・文字が多くて読みにくい/・内容が難しい/・内容が古いものもあるのではないか
との指摘を受けた。
(2) アクセスビリティ
（問題点）
・すべての参加者が、Minds サイトを訪れたことがなく、それが大きな問題点として第一
に指摘された。
また、トップページについて
・何のサイトか分からない/・対象者が分からない/・診療ガイドラインについての記載がな
い、との意見があった。
（提案）
・ウェブ広告/ ・TV で取り上げてもらう/ ・リーフットを病院待合に/ ・対象者別広報
を/ ・広告代理店を入れる
といったアクセス数、Minds の認知を上げる方法について提案もいただいた。
(3) ユーザビリティ
（問題点）
・病名からしか調べられない/ ・調べたい病気がどこにあるか分かりにくい/ ・疾患数が
少ない
という指摘を受けた。
4) 診療ガイドラインの認知
調査の同意をいただく際に、診療ガイドラインについて概説した際、その言葉を知っている
かとの問いに対し、1 名を除いて誰も知らなかった。その 1 名は主治医がガイドラインの作
成者のひとりであり、診療ガイドラインを読んだわけではなかった。
【考察】
Minds が患者・市民に向けどのような情報をどのように提供するのが望ましいかについ
て検討するに当たり、Minds がインターネットを通じたサービスであることを考慮して、
まずは、インターネットを利用して自身や家族の病気について調べたことのある人を対象
に、情報ニーズに加え、現 Minds サイトの評価をフォーカスグループインタビューにより
調査した。
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インターネットを利用して医療の情報を得る場合、多くの人がその検索の方法について
苦労しており、そのような状況の中で、いかに Minds を知ってもらいたどり着いてもらう
かは重要な課題でもあり、直接 Minds を知ってもらう他、サイトへの入り口になる情報を
用意することも有用と考えられる。その候補としては、多くの方々が診断を受け最初に調べ
る、
「どんな病気か」を説明した疾患概要や、医学用語は有用と思われた。また情報の選択
に苦労している現状を鑑み、Minds を経由して有用で良質な情報へ案内するという方向も
検討できるかもしれない。
一口に情報と言っても、現在一般には「データ」
「
（狭義の）情報」「知識」とが混同され
用いられている。今回の調査でも、
「何を調べたか？」の問いに対し、これら 3 種の内容す
べてが含まれていると考えられ、情報提供を検討するにあたり、それらを整理して考慮する
必要がある。これまで Minds で公開してきた「やさしい解説」はこの知識に相当する情報
であり、患者が狭義の情報を判断し意思決定に結び付けるにために必要であるという趣旨
とその内容は参加者から支持を得たが、他で得られる情報との違いについての参加者から
の指摘にも耳を傾ける必要がある。
Minds の最も大きな特性は診療ガイドラインを掲載しているという点であり、今後の情
報提供にはここに拠ることは必然であると考えられる。
「診療ガイドラインは、患者と医療
者の意思決定を支援する」という目的を考えたとき、その状況にある参加者が言及した情報
ニーズについて、３事例を得た。いずれも、手術や投薬の治療行為について意思決定する際
に欲しい情報で、これらは不確実性を含む狭義の「情報」であった。今後、このような視点
に立った情報提供の可能性について、さらなる調査も必要であろう。また、今回の調査で、
情報の提供方法として、質問や疑問に答えてくれるサイトという表現があった。患者や家族
の疑問を集積し、それに応える形式は診療ガイドラインの作成に沿うものもあると考えら
れ、その内容や作成方法について検討する価値のあるものと思われた。
さらに、複数の人から要望のあった、用語、検査については、現コンテンツに付随させて
提供できる可能性の高いコンテンツであるが、事例を挙げた甲状腺腫瘍の患者さんが疑問
に思った「石灰化」を調べた背景にその癌化の可能性を含んでいたという例のように、単に
「用語」という知識としての要望のみならず、中には狭義の情報を内容に含むものもあり、
今後コンテンツとしての提供を考えるなら、丁寧な取り扱いが求められると思われた。
一般向け情報提供の課題のひとつに、その作成の負荷があった。今後の情報提供では、実
現可能性を考慮していく必要もある。
平成 26 年度、EBM 普及推進事業に患者・市民専門部会を設置した。今後の一般向け情
報の提供に関し、平成 26 年度に引き続き、27 年度も本専門部会を中心に検討し、一定の方
向性を見出す予定である。
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7.2. Minds-QIP プロジェクト
【要約】
京都大学 QIP 事業との共同事業（Minds-QIP プロジェクト）により以下の調査を実施し
た。
ⅰ) 主要な臨床研修病院（5 病院）におけるインタビュー調査（管理者、研修医）
ⅱ) QIP 事業参加 418 施設を対象とした自記式質問票調査の実施
【結果詳細】
1)インタビュー調査
・情報インフラおよび情報検索環境は病院により大きく異なった。
・タブレット等個人端末を持ち歩く若い医師が多く、診療ガイドラインはそのような環境に
適応した形、すなわちタブレット等でも使いやすくすることが重要であると考えられた。
2)調査票調査(病院用)中間集計結果
回収途中で、まず 151 病院で中間集計を行った。
・情報環境は病院により大きく異なり、ばらついていた。
・診療に関連する情報検索活動は、デジタルで盛んに行われているが、診療ガイドライン等
への必要な情報源に必ずしもアクセスしやすい環境とはなっていない。今後の診療ガイ
ドラインはデジタル検索で使いやすいものを作成していく必要がある。
・EBM(根拠に基づく医療)や診療ガイドラインを病院として推奨している施設は、約 60％
弱を占めた(各々84/150、88/147)。
・QI の認知度が高まり、活用されだしてきている(特に病院幹部、関連事務系職員)。各科
部長クラスや現場医療スタッフの活用はまだ約 20%程度にとどまるため、病院内で広く
活用されるためには、院内でさらなる周知が必要である。
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7.3. 実施体制
7.3.1. 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。
7.3.2. 診療ガイドライン選定部会(5 回開催)
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外部有識者による審議を行う体制を構築、強化した。平成 26 年
度は 5 回の会議を開催し、評価対象に挙げられた AGREEⅡの評価対象となった 76 件のガ
イドラインのうち、29 件を選定した。
7.3.3. 診療ガイドライン評価会議(16 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（ガイドライン作成
に携わっている専門医師もしくは専門家）と事務局で、診療ガイドライン評価専門部会を
開催した。平成 26 年度は計 16 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 76 件の評価を行った。
7.3.4. 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 26 年度は 5 回開催され
た。
7.3.5. 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。
7.3.6. 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 26 年度は 4
回開催された。
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7.3.7. 専門部会
平成 26 年度は、新たに以下の 3 つの専門部会を立ち上げた。
1）診療ガイドライン評価専門部会（診療ガイドライン評価ワーキンググループの前身）
（1）目的/役割：診療ガイドライン検索・収集・スクリーニングの結果、評価対象となった
診療ガイドラインを評価ツールに基づいて評価し、評価結果フィードバックレポート
を作成する。
（2）開催頻度：年間 16～24 回
2）診療ガイドライン作成支援専門部会
（1）目的/役割：診療ガイドライン作成ワークショップの開催・運営を担い、継続的に診療
ガイドライン作成支援方法を検討し、実践する。
（2）開催頻度：年間 4 回
3）患者・市民専門部会
（1）目的/役割：患者・市民に向けた情報提供のあり方、診療ガイドラインへの患者・市民
参加のあり方を検討し、実践を図る。具体的には以下の 4 つの課題が挙げられる。
①

診療ガイドライン作成において患者・市民代表がガイドライン作成グループに参加して

活動してもらうために事前に提供すべき知識・情報の検討
②

診療ガイドラインの推奨を作成する際に、患者の希望・価値観の多様性を考慮する具体的
方法の検討

③

診療ガイドラインが、患者と医療者の意思決定を支援するという目的を達成するために
必要な患者・市民向け情報提供のあり方に関する検討

③

診療ガイドラインの活用を促進するために、Minds が患者市民の視点から実施すべき取
り組みの検討

（2）開催頻度：年間 4 回
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