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第6章　最終化

最終化に向けて作成する追加文書

診療ガイドライン草案の大部分は，これまでに解説したテンプレートで構成され
る。以下に，最終化にあたって草案に追加すべき事項を解説する。

1）ガイドラインサマリー

診療ガイドラインの内容を総括する文書として，CQと推奨の一覧を掲載する。
【テンプレート ID：6─1　ガイドラインサマリー G ＊1】

2）診療アルゴリズムの完成

スコープで作成したものに推奨を反映させて完成する。
【テンプレート ID：3─2　診療アルゴリズム（図） S】

3）用語

診療ガイドラインの中で使用される重要用語について，定義を記載する。その際
に，草案の中で，重要な用語が適切に統一されていることを確認する。また，診療
ガイドラインの中で使用される略語について，一括して説明する。

【テンプレート ID：6─2　重要用語の定義 G】

【テンプレート ID：6─3　略語一覧 G】

4）作成経過

ガイドライン統括委員会が中心となって決定した以下の事項について記載する。
その他に記載すべき項目がある場合は追加する。
・作成方針
・使用上の注意
・COI（利益相反）
・作成資金
・組織編成
・作成工程

【テンプレート ID：6─4　作成経過 G】

1

＊ 1：	テンプレートは名称の最後に以下のように使用するドキュメントに対応した記号が付され
ている。	
G：診療ガイドライン，O：作業用
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診療ガイドライン草案作成

診療ガイドライン（詳細版）に記載すべき事項と構成の案，挿入するテンプレート
を以下に示す。

タイトルページ
　タイトル
　作成主体（学会名など）
　版
　発行年月日

前付
　ガイドラインサマリー

　　　【テンプレート ID：6－1　ガイドラインサマリー　G】

　診療アルゴリズム

　　　【テンプレート ID：3－2　診療アルゴリズム（図）S】

　用語・略語一覧

　　　【テンプレート ID：6－2　重要用語の定義　G】
　　　【テンプレート ID：6－3　略語一覧　G】

（Ⅰ）作成組織・作成方針
　1.	 作成組織
　1.1.	作成主体
　1.2.	ガイドライン統括委員会
　1.3.	ガイドライン作成事務局
　1.4.	ガイドライン作成グループ
　1.5.	システマティックレビューチーム（SRチーム）
　1.6.	外部評価委員会

　　　　（以上まとめて）
　　　【テンプレート ID：2－2　ガイドライン作成準備_（6）G】

　2.	 作成経過
　2.1.	作成方針
　2.2.	使用上の注意
　2.3.	利益相反
　2.4.	作成資金
　2.5.	組織編成
　2.6.	作成工程

　　　　（以上をまとめて）
　　　【テンプレート ID：6－4　作成経過　G】

2

（つづく）
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（Ⅱ）スコープ
　1.	 疾患トピックの基本的特徴
　1.1.	臨床的特徴
　1.2.	疫学的特徴
　1.3.	診療の全体的な流れ
　
　　　（以上をまとめて）
　　　【テンプレート ID：3－1　疾患トピックの基本的特徴 S】

　2.	 診療ガイドラインがカバーする内容に関する事項
　3.	 システマティックレビューに関する事項
　4.	 推奨決定から最終化，公開に関する事項

　　　　（2，3，4をまとめて）
　　　【テンプレート ID：3－3　スコープ S】

（Ⅲ）推奨
　1.	 CQ1　（各CQについて以下の事項を記載する）
　1.1.	 サマリー
　1.1.1.	CQ本文
　1.1.2.	推奨本文・推奨の強さ

　　　　（1.1.1 と 1.1.2 をまとめて）
　　　【テンプレート ID：5－3　推奨提示 G】

　1.1.3.	解説

　　　【テンプレート ID：5－4　推奨作成の経過 G】

　1.1.4.	一般向けサマリー

　　　【テンプレート ID：5－5　一般向けサマリー G】

　1.2.	 システマティックレビュー結果
　1.2.1.	エビデンスの収集と選定

　1.2.2.	エビデンスの評価と統合

　　　【テンプレート ID：4－8　定性的システマティックレビュー R】
　　　【テンプレート ID：4－9　メタアナリシス R】

　1.2.3.	システマティックレビュー・サマリー

　　　【テンプレート ID：4－10　SR レポートのまとめ R】

　1.2.4.	引用文献

　　　【テンプレート ID：4－4　引用文献リスト R】

（つづく）

（つづき）
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　2.	 	 CQ2
　　　　：
　　　　：

（Ⅳ）公開後の取り組み
　　　	診療ガイドラインの日常診療への導入と活用促進を図るための方策，改訂予定などを記載する。

　1.		 公開後の組織体制

　　　【テンプレート ID：7－1　公開後の組織体制 G】

　2.		 導入

　　　【テンプレート ID：7－2　導入 G】

　3.		 有効性評価

　　　【テンプレート ID：7－3　有効性評価 G】

　4.		 改訂

　　　【テンプレート ID：7－4　改訂 G】

（Ⅴ）付録
　1.	　	 参考資料

　2.	　	 作業資料
　　・クリニカルクエスチョン設定表

　　　【テンプレート ID：3－4　クリニカルクエスチョンの設定 O】

　　・すべての文献検索データベースごとの検索式とフローチャート

　　　【テンプレート ID：4－1　データベース検索結果 R】
　　　【テンプレート ID：4－2　文献検索フローチャート R】

　　・エビデンスの評価シート　アウトカムごとのSTEP1シート

　　　【テンプレート ID：4－5　評価シート 介入研究 R】
　　　【テンプレート ID：4－6　評価シート 観察研究 R】

　　・エビデンスの統合シート　CQごとの STEP2シート

　　　【テンプレート ID：4－7　評価シート　エビデンス総体 R】

　　・外部評価のまとめ

　　　【テンプレート ID：6－6　外部評価まとめ G】

（つづき）
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外部評価

1）外部評価とは

外部評価とは，診療ガイドラインを公表する前にスコープ，クリニカルクエス
チョン（clinical	question；CQ），システマティックレビュー，エビデンス評価，推
奨，診療ガイドライン全体の草案などについて，それらを作成・実行したグループ
以外に査読を依頼し，評価を受けることである。

2）外部評価の目的・評価者・方法

外部評価はその目的によって評価者の役割が異なるので，外部評価を行う目的を
設定し，その目的に見合った評価者，たとえば，疾患専門家，プライマリケア医，
疫学専門家，患者，市民など広く利害関係者に外部評価を依頼する。また，患者団
体や関連学会のホームページで公開するなどして，パブリックコメントを受けると
さらによい。以下に目的別の外部評価について例をあげる。

①診療ガイドラインの科学的妥当性についての評価
診療ガイドラインの推奨の根拠となるエビデンス，その評価方法，および検討
の程度について，科学的に妥当であるか評価する。
　	評価者：疾患専門家，（システマティックレビューに関する）統計専門家，疫学
方法論の専門家など
　方法：IOMのシステマティックレビューの基準などを利用
②推奨の適用・実現可能性についての評価

診療ガイドラインの推奨についての，適用・実現可能性について，利用者から，
および社会的観点から妥当であるか評価する。
　評価者：疾患専門家，一般臨床医，患者・市民の代表，行政機関など
　方法：自由な形式で記述的に
③推奨および/または診療ガイドラインの形式の妥当性についての評価

診療ガイドラインに記載されている推奨および/または診療ガイドラインの形
式，記述について，診療ガイドライン評価ツールであるAGREEⅡなどを用い
て方法論的に妥当であるか評価する。
　評価者：診療ガイドライン専門家，疾患専門家，統計専門家など
　方法：AGREEⅡを利用

3）外部評価の手順

評価の目的を明示し，各評価者に依頼する。評価を受けた際には，ガイドライン

3
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作成グループで評価内容を検討し，必要なものについては評価に対する返答を行
う。この一連の作業を【テンプレート ID：6─5　外部評価応答リスト　O】のような表
を用いて整理する。そのうえで，外部評価の結果については【テンプレート ID：6─6
　外部評価まとめ　G】のようにまとめて公開する。6─6の結果をまとめるところで
は，6─5の簡略版を用いて提示してもよい。
診療ガイドライン作成方法の評価を依頼する場合には，AGREEⅡのチェック
シートを添付する。
評価結果を標準的なフォーマットでまとめ，必要な場合は診療ガイドライン本文
の修正，改訂を行う。外部評価のまとめは対応と併せて公開する。
診療ガイドライン発行後も，学会ウェブサイトなどで，利用者からのフィード
バックを受け付ける常設の仕組みを設ける。ここで得られた評価をまとめ，改訂を
検討する際の情報として活用する。

AGREE Ⅱ（The Appraisal of Guidelines for 
Research & Evaluation Ⅱ）

1）AGREE Ⅱとは

The	AGREE	Next	Steps	Consortium が作成した診療ガイドライン評価ツールで
あり，2009 年（初版は 2003 年）に発行され，AGREE	Research	Trust	Website　
（http://www.agreetrust.org/）にて公開されている。AGREEⅡは，ガイドライン
作成方法・作成過程に焦点を当て，ガイドラインの記載状況をもとに質を評価する
ものである。

2）AGREE Ⅱの全体構成

AGREEⅡは，以下の 6領域の 7段階評価と，全体評価で構成される。
Domain	1.	Scope	and	Purpose	（items	1─3）：対象と目的
Domain	2.	Stakeholder	Involvement	（items	4─6）：利害関係者の参加
Domain	3.	Rigour	of	Development	（items	7─14）：作成の厳密さ
Domain	4.	Clarity	of	Presentation	（items	15─17）：提示の明確さ
Domain	5.	Applicability	（items	18─21）：適用可能性
Domain	6.	Editorial	Independence	（items	22─23）：編集の独立性
Overall	Guideline	Assessment	（items	24─25）：全体評価

4
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公開

詳細版の診療ガイドラインは，システマティックレビューによるエビデンス総体
の評価と統合の過程を記録し，推奨に至った過程も詳述するため，数百ページ程度
の膨大なものとなることが多く，書籍による公開よりもウェブサイトなどでの電子
公開が現実的である。
実用版，簡易版など，詳細版をもとに，診療ガイドラインの導入と活用促進を目
的として作成する文書については第 7章（p.73）で解説する。

5
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6─1  ガイドラインサマリー　G：記入方法

ガイドラインサマリー

診療ガイドラインで取り上げたCQと推奨の一覧を提示する。

6─2　重要用語の定義　G：記入方法

用語名 解説

診療ガイドラインの中で使用される重要用語の解説を提示する。専門医で
なくても診療ガイドラインが理解できるように配慮されることが望ましい。

6─3　略語一覧　G：記入方法

略語名 正式名称

診療ガイドラインの中で頻繁に使用される略語について一括して
正式名称を提示する。
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6─4　作成経過G：記入方法　

項目 本文
作成方針 診療ガイドライン作成にあたって重視した全体的な方針を記載する。

使用上の注意 診療ガイドライン利用者が，利用にあたって注意すべき点を記載する。

作成資金 作成資金の出所を記載する。

利益相反
（p.63 より）
組織編成 ガイドライン統括委員会

編成の方針，過程，結果について記載する。

ガイドライン作成グループ
編成の方針，過程，結果について記載する。

システマティックレビューチーム
編成の方針，過程，結果について記載する。

（ほかの委員会を組織した場合には追加する）
編成の方針，過程，結果について記載する。

作成工程 準備
委員会の開催など，実施事項，実施結果，問題点などについて記載する。

スコープ
委員会の開催など，実施事項，実施結果，問題点などについて記載する。

システマティックレビュー
委員会の開催など，実施事項，実施結果，問題点などについて記載する。

推奨作成
委員会の開催など，実施事項，実施結果，問題点などについて記載する。

最終化
委員会の開催など，実施事項，実施結果，問題点などについて記載する。

公開
委員会の開催など，実施事項，実施結果，問題点などについて記載する。
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6─5　外部評価応答リスト　O：記入方法

番号 受付年月日 版 評価者（所属・役職）
組織 評価内容 返答内容 返答年月日

評価を受け
付けた年月
日を記載す
る。

評価を受け付
けた版を記載
する。

評価者の許可に基づ
き，評価者名，所
属，役職を記載す
る。

評価内容を記
載する。
※重要な検討
事案だけをま
とめる。

返答内容を記載す
る。

返答年月日
を 記 載 す
る。

例）
「スコープ」
「草案」

※評価主体が組織の
場合には，組織名を
記載する。

6─6　外部評価まとめ　G：記入方法

目的

方法

版

期間

評価者

ツール

その他

経過

結果

外部評価を行う目的を記載する。

外部評価の方法について記載する。
「版」はスコープ，草案，ほか

外部評価を実施した経過について記載する。
実施したことを日付順にまとめる。

外部評価の内容，評価への応答をまとめて記載する。
まとめ表を抜粋して記載しても可
標準的なツールを用いて評価した場合は，その結果を表現
する標準的な方法で記載
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