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日本医療機能評価機構の医療情報サービス Minds（マインズ）の主な事業に診療ガイドライン（Clinical
Practice Guideline：CPG）作成・改訂支援がある。今春、診療ガイドライン作成・改訂支援を進める
ための『Minds 診療ガイドライン作成の手引き 2014』が発行された。CPG 作成の現状と課題などに
ついて、手引き作成に関わった先生方にお話しいただいた。
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作成が提言されました。これを受けて、EBM
の手順で CPG を作成していただくための説明
会を何度も開催し、2001 年には丹後俊郎先生

山口▶ 日本医療機能評価機構（以下、
「機構」

と共著で『診療ガイドラインの作成の手順』

と略）による『診療ガイドラインの作成の手引

を作成。さらに、機構でも CPG の作成手順

き 2014』
（以下、
『手引き 2014』と略）が発行さ

の普及活動が展開され、現在の Minds の事

れたのを機会に、わが国の診療ガイドライン

業につながっています。

（CPG）の現状と今後のあり方についてお話を

山口▶ 1990 年代からお話を始めていただきまし

進めたいと思います。まず、福井先生、EBM

たが、EBM の重要性について当時の海外の

（根拠に基づく医療）が注目されるようになっ
たきっかけについてお話し下さい。

動向で印象的な出来事はございましたか。
福井▶ 1980 年 代 前 半に米 国の病 院に留 学し

福井▶ 医療技術の有効性や効率性を評価する手

た際、 臨 床 疫 学との衝 撃 的な出 会いがあ

順などについて検討する厚生省（現在は厚生

り、 帰 国 後、 臨 床 疫 学に基づく診 療を進め

労働省）の「医療技術評価の在り方検討会」

る た め に は、EBM に 基 づ く CPG 作 成 が

が 1997 年に設 置され、 そこで EBM が話 題

重 要と感じました。1990 年 代 初めに米 国の

になりました。その後、
「医療技術評価推進

AHCPR：Agency for Health Care Policy

検討会」が 1999 年にまとめた報告書の中で、

and Research（ 現 在は、AHRQ：Agency for

EBM を普及させる方略の 1 つとして CPG の

Healthcare Research and Quality）の関係者

No. 4696 ● 2014 . 4 . 26

C1

座談会 ● Minds 診療ガイドライン作成の手引き 2014 〜そのポイントと今後の課題

が来日した際に、
『腰痛のガイドライン』をい
ただき、その中に作成手順が記載されていま
した。また、
留学当時の上司が U.S.Preventive

〜 CQ 形式、患者参加の CPG 作成

Services Task Force（ 米 国 予 防 医 学 作 業

山口▶ EBM は 1990 年に、米国科学アカデミーの

部 会 ）の初 代 委 員 長でもあり、AHCPR と

下部組織である Institute of Medicine（IOM）
が

U.S.Preventive Services Task Force の両 者

出した報告書「Clinical Practice Guidelines

の CPG を参考に、短期間で「診療ガイドライ

New Program」の中で、「CPG は医療者と患

ン作成の手順」を作りました。

者が行う意思決定を支援するものである」と

山口▶ EBM と CPG の 2 つの考え方が同時並行

定義されています。Minds では、2004 年から

的に発展してきたとのお話でした。中山先生も

日本の CPG を提供するホームページを開設。

早い時期から EBM と CPG について関わって

初期に作成された CPG は、意思決定の支援

こられましたが、どのようにお考えでしょう。

に結びつきにくいような CPG が多かったよう

中山▶ EBM は、 人 間を対 象とした疫 学 研 究

に記憶していますが、福井先生、いかがでしょ

を用いたエビデンス作りを大事にしたととも

うか。

に、初期から臨床医の専門性・経験、患者の

福井▶ clinical question（CQ）形式ではなく、た

価値観を大切にしようというバランスのとれ

だ単に文献を検索し作成された教科書的な内

た、魅力的な考え方でした。しかし、2000 年

容が多かったようです。また、どのくらい文

前後は、それが必ずしも一般の臨床家に理解

献が信 頼できるか吟 味してきませんでした。

されず、研究による「エビデンス」を重視す

ほとんどの医師は文献検索が必要なことは認

ることばかりに目が向いてしまったようです。

識していますが、エビデンスの信頼性に関す

CPG 作りにおいても、 ランダム化 比 較 試 験

る評価や、recommendation（推奨）の作成方

（RCT）やメタ分析というエビデンスを重視す

法については理解し取り入れていただくのに

ることは大事なのですが、それにやや縛られ

時間がかかりました。

過ぎてしまっていたと言えるかもしれません。

山口▶ CQ 形 式 で CPG を 作 成 す る こ と は、

山口▶ CPG 作りでエビデンスだけを重視しては

『Minds 診療ガイドライン作成の手引き 2007』

いけないということですね。
中山▶ 経験論に基づき臨床医が、自分の診療行

（以下、
『手引き 2007』と略）でも強調してお
り、最近、そのようなフォーマットで作られた

為が正しいのか省みるものとしてのエビデン

CPG が徐々に増えてきたように思います。

スの重要性を指摘したのが、EBM という考

福井▶ 2 つの理 由から、CQ が望ましいと思 っ

え方のポイントでした。しかし、若干いき過

ています。1 つ目は、診療現場で多くの医師

ぎた感があります。

が迷う点はかなり限られています。2 つ目は、

福井▶ 臨 床 疫 学の専 門 家で EBM を提 唱して
きた人たちは、当初から臨床経験も加味して

C2

『手引き 2007』の果たしてきた役割

CQ は調べたいと思ったときに、探しやすい
形になっているという利点があります。

CPG を使いこなすことを強調しており、エビ

山口▶ 中山先生は以前から CPG の中で、患者

デンスだけを重視しようとは一言も言ってい

参加の重要性を強調してこられましたが、最

ません。

近の CPG をどのように捉えていますか。
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中山▶ 米 国の IOM による EBM の定 義では、

の中で新しい CPG の定義が示され、システマ

医療者だけではなく患者の意思決定を支援す

ティックレビューに基づいた推奨、益と害の

ることも明記しています。さらに、2001 年か

バランスを踏まえた考えが出されました。吉

ら 2003 年にかけて厚生労働省の CPG に関す

田先生は最近の CPG の潮流をどのように捉え

る総論的な研究班で米国 AHRQ と英国 NICE

ておられますか。

（National Institute for Health and Clinical

吉田▶ 大きな流れを感じています。多くの学会

Excellence：国立医療技術評価機構）
、患者

が複数の CPG を作成する時代になりました。

支援団体 Patient Involvement Unit（PIU）を訪

それにも増して、世界的にも CPG 作成方法

問した際に、米英では患者参加を CPG 作成

が進 歩していることを踏まえ、CPG 作 成グ

システムとして取り入れていることに感銘を

ループに対して説明し活用していただく作業

受けました。

がきわめて重要と感じています。

『手引き 2007』から AGREE の評価項目に
患者の視点を反映するため、患者代表が CPG
作成に関わるようになりました。様々な困難
な問題もありましたが、
『小児気管支喘息治
療・管理ガイドライン 2012』や、2010 年の『高
尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第 2 版』

『手引き 2014』のキーポイント
〜 COI、益と害のバランス、
エビデンス総体の評価など

山口▶『手引き 2014』で重視した点について吉
田先生、ご説明下さい。
吉田▶『手引き 2007』の中で「エビデンスの質の

などで患者会の方々が参加されました。この

評価、内容の吟味」について記載されていま

10 年間で、着実に進んできていると感じます。

すが、具体的な項目については詳しく記載さ

山口▶『 手 引き 2007』から 7 年が経 過し、2014

れていませんでした。
『手引き 2014』では、細

年までに、どんなことが大きく変化したので

かい内容を具体的に記載するために、テンプ

しょうか。

レートを使い効率的に CPG を作成できるよう

福井▶『 手 引き 2007』ではエ
ビデンスの信 頼 性の評 価、

図表 1

診療ガイドライン作成手順

recommendation の決定方
法の記載が詳細でなく、コ
ンセンサスを得る手順も非
常に総 論 的な記 述でした。
また、COI（利益相反）や患
者の意向への配慮がますま
す重要視されるようになり
ました。
山口▶ 2 0 1 1 年 に I O M か
ら 「 Clinical Practice
Guidelines We Can Trust」
という報告書が出され、そ

森實敏夫 日本医療機能評価機構客員研究主幹作成
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努めました。また、推奨される診療内容を作

議論の対象となってきました。

成するに当たり、エビデンス、益と害の評価

山口▶ COI については、
『 手 引き 2014』で多く

をいかに保証するか、COI についても具体的

のページを割きましたが、この点について中

に提案するようにしました
（図表 1）
。

山先生のお考えをお聞かせ下さい。

山口▶『手引き 2014』や IOM の定義でも、RCT

中山▶ 欧米に比べ日本では COI の問題は議論が

を中 心に臨 床 試 験をくまなく収 集するシス

遅れてきましたが、昨今の「論文不正問題」

テマティックレビューによるエビデンス総体

を契機に、企業と医学研究の関係が問い直さ

（body of evidence）の評価と統合を重視して

れています。日本医学会の「医学研究の COI

います（図表 2）
。システマティックレビュー

マネージメントに関するガイドライン」も更

によってどのように信頼性の高いエビデンス

新され、ここ数年、臨床系学会での対応が進

の評価と統合ができるか、福井先生のお考え

んできています。

をお聞かせ下さい
（図表 3）
。
福井▶ 定量的なシステマティックレビューはメ

山口▶ COI の管 理を行う最 大の目 的は、 利 益
相反によって CPG の推奨作成が影響を受け、

タ分析を行うということになります。現状では、

偏ったりしないようにすることが大切です。

コクラン共同計画
（Cochrane Collaboration）が

中山▶ 医学会の中での議論も大切ですが、学会

提唱する方法論に則ることが勧められます。
今後、医療経済的な視点から費用効果分析

だけではなく一般メディアや患者会の方々と
も対話をする機会を増やすべきです。

を行う必要性が大きくなると思います。残念

山口▶ 従 来の CPG では、「 どれが一 番 効 果が

ながら日本ではこれまでほとんど行われてき

あるか」に重点が置かれがちでした。有害事

ていません。最近ようやく中医協で HTA（費

象も含め「益と害のバランス」
（beneﬁt-harm

用対効果など「価値に基づく」医療の考え方

balance）を提示することが必要ですが、福井

を取り入れた医療技術評価）
といった考え方が

先生のお考えをお聞かせ下さい。
福井▶ 臨床判断は、突き詰めると「益と害」の

図表 2

Minds 診療ガイドラインの定義

診療上の重要度の高い医療行為について、エビデンスの
システマティックレビューとその総体評価、益と害のバ
ランスなどを考量して、患者と医療者の意思決定を支援
するために最適と考えられる推奨を提示する文書

バランスの判断です。しかしながら「益と害」
は同じ尺度で足し算・引き算ができないこと
が多く、ある程度の主観的要素が入ることを
承知の上で、意思決定を行わざるをえません。
山口▶『手引き 2014』と『手引き 2007』を比較
すると、エビデンスの強さを評価する方法論

図表 3

診療ガイドライン作成の重要ポイント

・ 作成プロセスの不偏性（Unbiasedness）
偏りのない判断を如何に保証するか。特に COI

・ エビデンス総体（body of evidence）の評価
システマティックレビューによる評価と統合

・ 益と害のバランス（benefit-harm balance）
患者と医療者による意思決定を可能にする推奨
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が変わり、エビデンスレベルのつけ方も変化
がみられます。吉田先生、そのポイントをお
話しいただけますか。
吉田▶ 基本になる考え方は、研究報告の評価を
踏まえた上での複数の研究論文全体の評価と
いう、2 つのステップを踏んだエビデンス評価
をしていただくことです。RCT に書かれてい

る内容が、作成する CPG の CQ と一致して

診療ガイドライン作成に
向けての提言

いるのか、それとも、年齢がずれているかな
ど一致していない点について評価することで

〜 各学会は作成手法を学ぶ機会を

す。RCT としては評価の高い内容であっても、

山口▶ CPG 作成に向けた提言をお願いします。

日 本では使 用できない薬が使われたり、CQ

福井▶『手引き 2014』はテンプレートを用いれ

とのずれがあるかなど、CPG 作成側から確認

ば質の高い CPG が作成できるよう配慮されて

する必要があります。それが個別研究の内容

います。各学会に設置される CPG 作成委員

の吟味です。

会では本手引きを咀嚼して使いこなせるよう
学習の機会を持たれることを期待しています。

今 回の『 手 引き 2014』では、 ステップを 2
つ踏んでエビデンス評価をすることについて、

中山▶ 第 1 点に比 較 的 短 期 的な課 題としては、

システマティックレビューとして明示しまし

CPG 作成の手前の段階であるシステマティッ

た
（図表 4）。

クレビューの方法を学ぶ機会を増やすことだと

福井▶ もともとエビデンスレベルというのは

思います。特に、臨床系学会で臨床経験 10 年

CQ についての考え方だったのですが、個別

前後の中堅の方々に、例えば 1 つの CQ を提示

の文 献のエビデンスと混 同されてきました。

し、システマティックレビューのグループを組

エビデンスの総体というのは、CQ について

んで、
「翌年（または 2 年後）の学会までに報告

エビデンス全体の評価ということになります。

せよ」といった企画を検討してはいかがでしょ

中山▶ 本来だったら研究デザインで話をすべき

うか。その時にはシステマティックレビューの

ところが、いつの間にかエビデンスレベルの

専門家の協力を得る必要があるでしょう。2点

話にすり変わり、誤解されるようになってし

目は、卒前・卒後教育のテーマに EBM、CPG、

まいました。

臨床研究を入れて、生涯教育の中に CPG を位

吉田▶『手引き 2007』のエビデンスレベルに触れ
たページでは、「1 つ以上の RCT による」と、

置づけることも重要ではないかと考えます。
吉田▶『手引き 2014』作成にあたっては、
『手引

複数の論文を総体として評価することと記載

き 2007』より具体的に記載すると同時に、現

されています。

在世界で公開されている AGREE Ⅱや IOM、
GRADE system、Cochrane など CPG

図表 4

システマティックレビュー

作成に関する様々な情報を盛り込みま

クリニカルクエスチョン
（CQ）設定

すべての重大な患者アウトカム

エビデンス収集

個別研究論文
システマティックレビュー論文
ガイドライン

システマティック
レビュー

方と、経験のある先生方ではベースに
なる情報量も違いますので、作成にあ
たっては、可能な範囲からご利用いた
だければ幸いです。

エビデンス総体の
評価と統合

山 口 ▶ 福 井 先 生には、 長 年にわたり
益と害

推奨

した。 初めて CPG 作 成に当たる先 生

患者の考え方の多様性
経済的な視点

Minds による CPG の評価選定をお願い
しています。特に 2011 年から日本で公
開される CPG を網羅的に検索し、一定
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の手順で評価選定を行っていますが、その評価
選定の基準や考え方については、当面変更はな

ていただきたいと考えています。
山口▶ Minds は 2002 年から CPG 作成支援や普
及活動を展開してきました。今後は作成され

いでしょうか。
福井▶ はい。少なくともエビデンスの検索とそ

た質の高い CPG について、いかに診療の現場

の評価、そして recommendation が CQ ごと

で活用するか、Minds として活用方法を提示

に書かれていることが最低限必要だと思って

するなど、新しい試みを進めていきたいと思

います。ただ、今後 CPG 作成委員会ごとの経

います。さらに CPG が活用され、日本の医

験の差はしばらく続くと考えられ、作成委員

療がどれだけ改善されたのか評価する手法を

会には CPG 作成の方法論の専門家を 1 人でも

示すなど、幅広い視野を持って活動を続けて

入れていただくようお願いしたいと思います。

いきたいと考えています。

山口▶ 作 成 手 法を学ぶため Minds では年 4 回
CPG 作成ワークショップを開催しています。
最後に、今後日本の医療で CPG をどのよう
に活用していけばいいのか、ご提案を下さい。
福井▶ CPG 評 価ツール AGREEⅡの中にもあ
りますが、 私どもは quality indicator（ 医 療
の質の指標）を提案してきました。CPG で強
く推 奨される recommendation が診 療の現
場で遵 守されているかどうかを示す quality
indicator から、診療現場で CPG が適切に用
いられているかを評 価することができます。
そうすることにより、CPG をより質の高いも
のにするきっかけにもなると考えています。
中山▶ 医療で一番大切なことは、信頼です。臨
床医が医学的な病状だけでなく、患者の固有
の状況や希望にも配慮し、有用な一般論であ
る CPG を、それぞれの患者のために適切に活
用していくことを通して、患者と医療者の相
互に信頼関係が築かれていくという医療の姿
を目指したいと思っています。
吉田▶ CPG 作成に携わっている立場としては、
CPG が世に出た後に改めて臨床側から評価し
厚生労働省委託事業

The AGREE Next Steps Consortium が開発した 6 領域 23 項
目と全体評価 2 項目、合計 25 項目から成るガイドライン評価
ツール。

エビデンス総体（body of evidence）
研究論文などのエビデンスを系統的な方法で収集し、採用さ
れたエビデンスの全体を評価し統合したもの。介入とアウト
カムの組み合わせごとにまとめられる。

クリニカルクエスチョン（clinical question；CQ）
臨床上の問題、課題。患者アウトカムを左右する意思決定の
ポイントに設定される。

COI（conflict of interest；利益相反）
教育・研究に携わる専門家としての社会的責任と、産学連携
活動に伴い生じる利益などが衝突・相反する状態のことをい
う。COI はアカデミック COI と経済的 COI に大別され、個
人的な COI と同様に組織的な COI に対する検討、対応が求
められる。

推奨（recommendation）
エビデンス、益と害、患者の価値観、希望、費用などの評価
に基づき意思決定を支援する文書。診断、治療、予防などの
ための選択肢について推奨が作成される。

システマティックレビュー（systematic review）
学術文献を系統的に検索・収集し、類似した研究を一定の基
準で選択・評価を行ったうえで、明確で科学的な手法を用い
てまとめる研究またはその成果物のこと。

ランダム化比較試験
（randomized controlled trial：RCT）
介入群と対照群に無作為割り付けを行い、介入の実施後、ア
ウトカムを観察することで、介入群と対照群と比較する研究
方法。介入の効果を明らかにするうえでは、最も優れた研究
方法である。
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