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(財)日本医療機能評価機構
医療情報サービスセンター

－Minds事業報告－

（財）日本医療機能評価機構 医療情報事業部

吉田 雅博

第6回 ＥＢＭ研究フォーラム
2008.2.2. 東京

第第66回回 ＥＢＭ研究フォーラムＥＢＭ研究フォーラム
20020088..22..22.. 東京東京
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2004年5月11日 公開 http://minds.jcqhc.or.jp
厚生労働科学研究費補助金にて運営中

ユーザー登録数は31,233人（2008年1月末）



692
731

782

620

1169

630

522

1633

708

583

476

622

1186

793

1002

1072

848

786 786

729

870

802

694

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

0
6
年

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

0
7
年

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

月別ページビュー数 月別ユーザー登録数
月別ページビュー数(1月現在) ：５５万件

ユーザー登録総数(1月現在) ：３1,２３３件

MindsMindsアクセス数アクセス数

SEO対策開始

6/24日経BP掲載翌日
TOPアクセス数：2,121件

ユーザ登録：303件

5/11読売新聞夕刊掲載
TOPアクセス数：2,704件

ユーザ登録：37件

2/1NHK『きょうの健康』放送
TOPアクセス数：6,359件

ユーザ登録：131件
2/8再放送

TOPアクセス数：6,194件
ユーザ登録：105件

9/23読売新聞夕刊掲載
TOPアクセス数：5,650件

ユーザ登録：303件



日本医療機能評価機構の事業

2）病院機能評価事業 （1997年度より）
・2007年10月現在の認定病院数 2,406（全病院数8,892）

3）認定病院患者安全推進事業（2003年度より）
・認定病院が自主的に行う患者安全推進のための活動支援

4）医療事故報告、安全支援センター総合支援事業（2003年度より）
・日本国内の病院からの医療事故報告、ヒヤリ・ハット報告を厚生労働

省の委託事業として収集解析、広報

1）医療情報サービス事業【Minds】（2003年度より）
・厚生労働省の補助金事業
・医療関係者、患者、介護者の治療法選択のための情報提供の推進
・EBMセンターとして、質の高い診療ガイドラインや医学情報を国民、

医療従事者向けに掲載



5

Mindsセンター設立の経緯

・1996.12～1997.06 医療技術評価のあり方に関する検討会: 計6回

（健康政策局総務課）

・1998.06～1999.02 医療技術評価推進検討会: 計6回

（健康政策局研究開発振興課）

・1999年度から厚生省（当時）による、各学会等への診療ガイドライン
作成支援開始→学会等によるEBMガイドライン作成

・2001.04～2003.01 保健医療技術情報普及検討会: 計8回

（医政局研究開発振興課）
2001.11.02 第5回会議 「EBM普及のためのデータベース」の設置・運営組織を

（財）日本医療機能評価機構に置くことを確認．

・2002.04 Mindsセンター設立
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厚生科学研究EBM診療ガイドラインとMinds公開ガイドライン

25. 食道癌

26. 腎癌

27. 膵臓癌

28. 大腸癌

29. 胆道癌

30. 皮膚癌

31. 卵巣癌

22. 急性胆道炎

23. 前立腺癌

24. 尿路結石症

18. 肝癌

19. 大腿骨頚部

転子部骨折

20. 脳出血
21. 腰椎椎間

板ﾍﾙﾆｱ

14. ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病

15. 胃癌

16. 乳癌

17. 肺癌

7.  胃潰瘍

8.  関節ﾘｳﾏﾁ

9.  クモ膜下出血

10. 脳梗塞

11. 白内障

12. 鼻アレルギー

13. 腰痛

1. 急性心筋梗塞

2. 高血圧

3. 喘息

4. 糖尿病

5. 泌尿器科領域

（前立腺肥大症）

6. 泌尿器科領域

（尿失禁）

疾患
（各年、

50音順）

2004年2003年2002年2001年2000年1999年採択年

8.   胃潰瘍
9.   白内障
10. ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病

厚労科研

2007年2006年2005年2004年Minds
公開

その他厚労科研その他厚労科研その他厚労科研

29. 膵臓癌

30. 前立腺癌

31. 大腸癌

32. 乳癌

23. 潰瘍性大腸炎
24. 周産期ﾄﾞﾒｽﾃｨｯ

ｸ・ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ
25. 褥瘡
26. 大腸がん検診
27. 軟部腫瘍
28. 慢性頭痛

33. 胃がん検診
34. 頚椎後縦靭帯骨化症
35. 頚椎症性脊髄症
36. 子宮体癌
37. 小児急性中耳炎
38. 特発性正常圧水頭症
39. 肺がん検診

40.上腕骨外側上顆炎
41.前十字靭帯損傷

12. 胃癌
13. 肝癌
14. 急性胆管炎・胆嚢炎
15. 高血圧
16. 前立腺肥大症
17. 尿失禁
18. 尿路結石症
19. 大腿骨頚部転子部骨折
20. 鼻アレルギー
21. 腰椎椎間板ﾍﾙﾆｱ
22. 腰痛

11. 急性膵炎1. 急性心筋梗塞
2. クモ膜下出血
3. 喘息
4. 糖尿病
5. 脳梗塞
6. 脳出血
7. 肺癌

公開疾患
（各年、
50音順）

赤字: Minds公開済み 青字: Minds未公開
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Minds 掲載 診療ガイドライン -医療提供者向け-

1.  アルツハイマー型認知症
2.  胃潰瘍
3.  胃癌
4.  胃がん検診
5.  潰瘍性大腸炎
6.  肝癌
7.  急性心筋梗塞
8.  急性膵炎
9.  急性胆管炎・胆嚢炎
10.クモ膜下出血
11.頚椎後縦靱帯骨化症
12.頚椎症性脊髄症
13.高血圧

14.子宮体癌

【公開準備中】
慢性心不全、虚血性疾患の一次予防、不整脈(非薬物治療)、食道癌、
骨粗鬆症、骨・関節術後感染予防、

15.周産期ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ・ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ
16.小児急性中耳炎
17.褥瘡
18.膵臓癌
19.喘息
20.前立腺癌
21.前立腺肥大症
22.大腿骨頚部/転子部骨折
23.大腸癌
24.大腸がん検診
25.糖尿病
26.特発性正常圧水頭症
27.軟部腫瘍
28.乳癌

29.尿失禁
30.尿路結石症
31.脳梗塞
32.脳出血
33.肺癌
34.肺がん検診
35.白内障

36.鼻アレルギー
37.慢性頭痛
38.腰椎椎間板ヘルニア
39.腰痛
40.上腕骨外側上顆炎
41.前十字靭帯損傷

2008年2月現在公開中（50音順）: 41疾患
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Minds 掲載 診療ガイドライン -医療提供者向け-
改定版掲載状況

1.  アルツハイマー型認知症
2.  胃潰瘍・・2007年改定あり

3.  胃癌
4.  胃がん検診
5.  潰瘍性大腸炎
6.  肝癌
7.  急性心筋梗塞
8.  急性膵炎・・2007年改定あり

9.  急性胆管炎・胆嚢炎
10.クモ膜下出血
11.頚椎後縦靱帯骨化症
12.頚椎症性脊髄症
13.高血圧

14.子宮体癌

2008年2月現在: 3疾患
15.周産期ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ・ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ
16.小児急性中耳炎
17.上腕骨外側上顆炎
18.褥瘡
19.膵臓癌
20.前十字靭帯損傷
21.喘息(2004年版)・・2006年改定あり

22.前立腺癌
23.前立腺肥大症
24.大腿骨頚部/転子部骨折
25.大腸癌
26.大腸がん検診
27.糖尿病(2004年版)・・2007年改定あり

28.特発性正常圧水頭症

29.軟部腫瘍
30.乳癌・薬物療法のみ2007年改定あり

31.尿失禁
32.尿路結石症
33.脳梗塞
34.脳出血
35.肺癌
36.肺がん検診
37.白内障

38.鼻アレルギー
39.慢性頭痛
40.腰椎椎間板ヘルニア
41.腰痛
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Minds提供情報

ガイドライン解説MindsPLUS

一般向けガイドライン
一
般
向
け
情
報

CPG（診療ガイドライン）レビュー

トピックス

コクラン・レビュー・アブストラクト日本語訳

Mindsアブストラクト（論文の構造化抄録）

MindsPLUS

診療ガイドライン
医
療
者
向
け
情
報



10

Minds提供情報

ガイドライン解説MindsPLUS

一般向けガイドライン
一
般
向
け
情
報

CPG（診療ガイドライン）レビュー

トピックス

コクラン・レビュー・アブストラクト日本語訳

Mindsアブストラクト（論文の構造化抄録）

MindsPLUS

診療ガイドライン
医
療
者
向
け
情
報
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Minds提供情報

MindsPLUS

ガイドライン解説MindsPLUS

一般向けガイドライン

一
般
向
け
情
報

CPG（診療ガイドライン）レビュー

トピックス

コクラン・レビュー・アブストラクト日本語訳

Mindsアブストラクト（論文の構造化抄録）

診療ガイドライン
医
療
者
向
け
情
報
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Minds 掲載 診療ガイドライン
- 一般向けガイドライン 掲載状況 -

1.  アルツハイマー型認知症
2.  胃潰瘍
3.  胃癌
4.  胃がん検診
5.  潰瘍性大腸炎
6.  肝癌
7.  急性心筋梗塞
8.  急性膵炎
9.  急性胆管炎・胆嚢炎
10.クモ膜下出血
11.頚椎後縦靱帯骨化症
12.頚椎症性脊髄症
13.高血圧

14.子宮体癌

15.周産期ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ・ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ
16.小児急性中耳炎
17.褥瘡
18.膵臓癌
19.喘息
20.前立腺癌
21.前立腺肥大症
22.大腿骨頚部/転子部骨折
23.大腸癌
24.大腸がん検診
25.糖尿病
26.特発性正常圧水頭症
27.軟部腫瘍
28.乳癌

29.尿失禁
30.尿路結石症
31.脳梗塞
32.脳出血
33.肺癌
34.肺がん検診
35.白内障

36.鼻アレルギー
37.慢性頭痛
38.腰椎椎間板ヘルニア
39.腰痛

2008年2月現在公開: 11疾患
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Minds提供情報

ガイドライン解説MindsPLUS

一般向けガイドライン
一
般
向
け
情
報

CPG（診療ガイドライン）レビュー

トピックス

コクラン・レビュー・アブストラクト日本語訳

Mindsアブストラクト（論文の構造化抄録）

MindsPLUS

診療ガイドライン
医
療
者
向
け
情
報
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医療者向け情報 Minds PLUS

Minds

PLUS

国内外の診療ガイドラインの比較や特徴
などを紹介

国内外で公表された最新の医学情報やレ
ビューを提供

コクラン・ライブラリ中のコクラン・シ
ステマティック・レビューのアブストラ
クト部分を和訳して提供

ガイドライン作成後に発表された医学論
文の構造化抄録と専門医のコメントを日
本語で紹介

CPGレビュー

トピックス

コクラン・レ
ビュー・
アブストラクト

Minds
アブストラクト
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Mindsアブストラクト
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1.  アルツハイマー型認知症 27
2.  胃潰瘍 21
3.  胃癌 6
4.  胃がん検診
5.  潰瘍性大腸炎
6.  肝癌 15
7.  急性心筋梗塞 139
8.  急性膵炎
9.  急性胆管炎・胆嚢炎 6
10.クモ膜下出血 61
11.頚椎後縦靱帯骨化症
12.頚椎症性脊髄症
13.高血圧 35
14.子宮体癌

2008年2月現在公開: 42疾患、748件

Mindsアブストラクト

15.周産期ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ・ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ
16.小児急性中耳炎
17.上腕骨外側上顆炎
18.褥瘡
19.膵臓癌
20.前十字靭帯損傷
21.喘息 69
22.前立腺癌
23.前立腺肥大症 20
24.大腿骨頚部/転子部骨折 2
25.大腸癌
26.大腸がん検診
27.糖尿病100
28.特発性正常圧水頭症

29.軟部腫瘍
30.乳癌
31.尿失禁 26
32.尿路結石症 11
33.脳梗塞 12
34.脳出血 6
35.肺癌 46
36.肺がん検診
37.白内障 37

38.鼻アレルギー 30
39.慢性頭痛
40.腰椎椎間板ヘルニア 13
41.腰痛 34
42.痛風・高尿酸血症 8
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コクラン・レビュー・アブストラクト
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1.  アルツハイマー型認知症 50
2.  胃潰瘍 10
3.  胃癌 6
4.  胃がん検診
5.  潰瘍性大腸炎 11
6.  肝癌 6
7.  急性心筋梗塞 18
8.  急性膵炎 4
9.  急性胆管炎・胆嚢炎 15
10.クモ膜下出血 44
11.頚椎後縦靱帯骨化症
12.頚椎症性脊髄症 1
13.高血圧 14
14.子宮体癌

15.周産期ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ・ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ 4
16.小児急性中耳炎 9
17.上腕骨外側上顆炎 5
18.褥瘡 8
19.膵臓癌 3
20.前十字靭帯損傷 3
21.喘息 108
22.前立腺癌 8
23.前立腺肥大症 8
24.大腿骨頚部/転子部骨折 26
25.大腸癌 20
26.大腸がん検診 2
27.糖尿病 47
28.特発性正常圧水頭症 1

29.軟部腫瘍 3
30.乳癌 34
31.尿失禁 27
32.尿路結石症 2
33.脳梗塞 120
34.脳出血 53
35.肺癌 20
36.肺がん検診 1
37.白内障 7

38.鼻アレルギー 6
39.慢性頭痛 8
40.腰椎椎間板ヘルニア 1
41.腰痛 1

2008年2月現在公開: 38疾患、740件

コクラン・レビュー・アブストラクト
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トピックス
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1.  アルツハイマー型認知症
2.  胃潰瘍
3.  胃癌
4.  胃がん検診 1
5.  潰瘍性大腸炎 1
6.  肝癌
7.  急性心筋梗塞 1
8.  急性膵炎
9.  急性胆管炎・胆嚢炎
10.クモ膜下出血
11.頚椎後縦靱帯骨化症
12.頚椎症性脊髄症
13.高血圧 1
14.子宮体癌

15.周産期ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ・ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ
16.小児急性中耳炎 1
17.上腕骨外側上顆炎
18.褥瘡
19.膵臓癌
20.前十字靭帯損傷
21.喘息 6
22.前立腺癌
23.前立腺肥大症 1
24.大腿骨頚部/転子部骨折 1
25.大腸癌
26.大腸がん検診
27.糖尿病 1
28.特発性正常圧水頭症

29.軟部腫瘍
30.乳癌
31.尿失禁 1
32.尿路結石症
33.脳梗塞
34.脳出血
35.肺癌
36.肺がん検診
37.白内障
38.鼻アレルギー 2
39.慢性頭痛
40.腰椎椎間板ヘルニア (1)
41.腰痛 (1)

2008年2月現在公開: 14疾患、20タイトル

トピックス
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CPGレビュー
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1.  アルツハイマー型認知症 1
2.  胃潰瘍
3.  胃癌 1
4.  胃がん検診 1
5.  潰瘍性大腸炎
6.  肝癌
7.  急性心筋梗塞 1
8.  急性膵炎 1
9.  急性胆管炎・胆嚢炎 1
10.クモ膜下出血 (1)
11.頚椎後縦靱帯骨化症 1
12.頚椎症性脊髄症 1
13.高血圧 1
14.子宮体癌

15.周産期ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ・ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ
16.小児急性中耳炎 1
17.上腕骨外側上顆炎
18.褥瘡
19.膵臓癌 1
20.前十字靭帯損傷
21.喘息 1
22.前立腺癌
23.前立腺肥大症 1
24.大腿骨頚部/転子部骨折 1
25.大腸癌
26.大腸がん検診
27.糖尿病
28.特発性正常圧水頭症 1

29.軟部腫瘍 1
30.乳癌
31.尿失禁 1
32.尿路結石症 1
33.脳梗塞 (1)
34.脳出血 (1)
35.肺癌
36.肺がん検診 1
37.白内障 1

38.鼻アレルギー 1
39.慢性頭痛 1
40.腰椎椎間板ヘルニア
41.腰痛 1

2008年2月現在公開: 27疾患、25タイトル

CPGレビュー
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Minds提供情報

MindsPLUS

ガイドライン解説MindsPLUS

一般向けガイドライン

一
般
向
け
情
報

CPG（診療ガイドライン）レビュー

トピックス

コクラン・レビュー・アブストラクト日本語訳

Mindsアブストラクト（論文の構造化抄録）

診療ガイドライン
医
療
者
向
け
情
報
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ガイドライン解説
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ガイドライン解説
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1.  アルツハイマー型認知症
2.  胃潰瘍（準備中）
3.  胃癌
4.  胃がん検診
5.  潰瘍性大腸炎 1
6.  肝癌 1
7.  急性心筋梗塞
8.  急性膵炎
9.  急性胆管炎・胆嚢炎（準備中）
10.クモ膜下出血
11.頚椎後縦靱帯骨化症
12.頚椎症性脊髄症
13.高血圧

14.子宮体癌

15.周産期ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ・ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ(1）
16.小児急性中耳炎
17.上腕骨外側上顆炎
18.褥瘡（準備中）
19.膵臓癌
20.前十字靭帯損傷
21.喘息 (1)
22.前立腺癌（準備中）
23.前立腺肥大症
24.大腿骨頚部/転子部骨折
25.大腸癌
26.大腸がん検診
27.糖尿病
28.特発性正常圧水頭症

29.軟部腫瘍
30.乳癌
31.尿失禁
32.尿路結石症
33.脳梗塞
34.脳出血
35.肺癌
36.肺がん検診
37.白内障

38.鼻アレルギー
39.慢性頭痛（準備中）
40.腰椎椎間板ヘルニア
41.腰痛

2008年2月現在公開: 4疾患、4タイトル

ガイドライン解説
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ガイドライン改定支援

医学書院HPより. http://www.igaku-shoin.co.jp/prd/00150/0015003.html
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Minds提供情報

ガイドライン解説MindsPLUS

一般向けガイドライン
一
般
向
け
情
報

CPG（診療ガイドライン）レビュー

トピックス

コクラン・レビュー・アブストラクト日本語訳

Mindsアブストラクト（論文の構造化抄録）

MindsPLUS

診療ガイドライン
医
療
者
向
け
情
報
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診療ガイドライン
医療提供者向け・一般向け

ガイドライン
解説

CPG レビュー

コクラン・レビュー・アブストラクト

Mindsアブストラクト

ガイドライン
作成の手引き

医師向け

Minds事業のまとめ

トピックス



頚椎後縦靱帯骨化症頚椎後縦靱帯骨化症
頚椎症性脊髄症頚椎症性脊髄症
軟部腫瘍＿診断軟部腫瘍＿診断

（社）日本整形外科学会
診療ガイドライン担当理事

米延 策雄
（独）国立病院機構 大阪南医療センター

第6回ＥＢＭ研究フォーラム



日整会主導の診療ガイドライン日整会主導の診療ガイドライン日整会主導の診療ガイドライン

1. 腰椎々間板ヘルニア
2. 頚椎症性脊髄症
3. 頚椎後縦靭帯骨化症
4. 大腿骨頚部／転子部骨折
5. 骨軟部腫瘍診断
6. 上腕骨外側上顆炎
7. 変形性股関節症
8. 前十字靭帯損傷
9. 外反母趾
10. アキレス腱断裂
11. 骨・関節感染症



軟部腫瘍診療ガイドライン策定の背景軟部腫瘍軟部腫瘍診療ガイドライン策定の背景診療ガイドライン策定の背景

悪性腫瘍の頻度は低い／稀ながら悪性
発見されやすい／さまざまな診療科へ受診
小手術の対象となりやすい／安易な切除



軟部腫瘍診断アルゴリズム軟部腫瘍診断アルゴリズム軟部腫瘍診断アルゴリズム



診療ガイドライン策定の背景診療ガイドライン策定の背景診療ガイドライン策定の背景

頚椎後縦靱帯骨化症
Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament
/OPLL



OPLL診療ガイドライン策定の背景OPLLOPLL診療ガイドライン策定の背景診療ガイドライン策定の背景

• 今日的な意味では、日本で発見
• 日本以外では稀
• 1975年特定疾患指定

• 整形外科医が研究の中心

• 知識のあり方が暗黙知、組織知
• 関連診療科への知識の普及が遅れる
• 不十分な経験に基づく診断・治療
• 治療法の進歩／多様化
• “難病”と診断されることの患者、家族の不安
• 患者増加による社会、行政への負担



OPLLの診断基準OPLLOPLLの診断基準の診断基準

臨床的には意味のない

骨化病変



特定疾患医療受給者証交付件数特定疾患医療受給者証交付件数特定疾患医療受給者証交付件数
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診療ガイドライン策定の背景診療ガイドライン策定の背景診療ガイドライン策定の背景

頚椎症性脊髄症
Cervical Spondyotic Myelopathy/CSM

四肢麻痺



CSM診療ガイドライン策定の背景CSMCSM診療ガイドライン策定の背景診療ガイドライン策定の背景

• 日本人に多い／発育性脊柱管狭窄
• 整形外科医が研究の中心

• 知識のあり方が暗黙知、組織知
• 関連診療科への知識の普及が遅れる
• 不十分な経験に基づく診断・治療
• 治療法の進歩／多様化
• 寝たきりになる疾患と診断されることの不安



脊椎疾患の診療ガイドライン脊椎疾患の診療ガイドライン脊椎疾患の診療ガイドライン



患者向けガイドブック患者向けガイドブック患者向けガイドブック



脊椎疾患診療ガイドラインの特徴脊椎疾患診療ガイドラインの特徴脊椎疾患診療ガイドラインの特徴



OPLL診療ガイドラインの概要OPLLOPLL診療ガイドラインの概要診療ガイドラインの概要

リサーチクエスチョン数
疫学・自然経過 13
成因・病理・病態 17
診断 8
治療 37
計 75



OPLL診療ガイドラインの概要OPLLOPLL診療ガイドラインの概要診療ガイドラインの概要

疫学・自然経過に関して、
和文 1,418論文
英文 444論文 から 87論文を抽出

成因・病理・病態に関して
578論文 から 106論文を抽出

成因・病理・病態に関して
1,103論文 から 211論文を抽出

治療に関して
609論文 から 185論文を抽出



OPLL, CSM診療ガイドラインの特徴OPLL, CSMOPLL, CSM診療ガイドラインの特徴診療ガイドラインの特徴

リサーチクエスチョンの設定はnecessity driven
推奨度の設定に苦慮

• Grade Iの設定
委員会の基準を満たすエビデンスがない

複数のエビデンスがあるが結論が一様でない

使えることを優先
• エキスパートオピニオンの採用

策定の典型から外れていないか？
• 希少疾患



診療ガイドラインの位置づけ診療ガイドラインの位置づけ診療ガイドラインの位置づけ

診療支援ツール
膨大な情報の活用による標準的な診療を知る

GL

GL



新たな問題新たな問題新たな問題

作成・更新について
• 勤務医／大学所属の医師の減少
• 価値体系の変化
• コスト（人的、経済的）
• 策定母体の消失
使用について
• 非医療的使用？
• 診療を受ける側、する側共通の道具？
医療全体は公共財
• ガイドラインは公共の場での、マナー集？



小児急性中耳炎診療ガイドライン

何故作成？

どうやって

出来上がりは

今後の問題



小児急性中耳炎診療ガイドライン

何故作成？

耳鼻咽喉科医師にとって極めて重要な疾患

頻度大（生後3歳までに83%罹患）

抗菌薬耐性による中耳炎の増加



どうやって作成

厚労省厚生科学研究班による診療ガイドライン作成
1999年より開始

耳鼻咽喉科領域では鼻アレルギー

急性中耳炎は、ガイドライン作成の予定なし

2002年10月耳科学会理事会に提案

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研究会の3団体合同の事業

2003年1月8日に第1回委員会開催



作成目的と利用者

•15歳未満の小児急性中耳炎の診断・検査法を示し

本邦の起炎菌と薬剤感受性を考慮して

エビデンスに基づいた推奨される治療法の作成

•臨床的判断を支援するもので経験ある医療者の

判断に代わるものでない

•主として正確な鼓膜所見の評価、鼓膜切開を含む

耳処置を施行しうる耳鼻咽喉科医師が利用者



作成方法

•本邦の急性中耳炎症例の起炎菌と薬剤感受性を

2004年全国サーベイランスから解析

•診断・検査法・治療に関するエビデンスの収集を

2000-2004年出版文献から検索

•診断・検査・治療についてclinical questionを作成

して推奨される診断・検査法・治療を提示

公開前に、関連3学会、日本耳鼻咽喉科学会、小児科医師

患者・保護者からのフィードバックに応じて修正した



作成上の問題点

•本邦のデータに基づいたエビデンスのある報告が

乏しい

•海外の報告は、エビデンスはあるが耳鼻咽喉科以外

の医療者からが多い

•鼓膜切開などの処置に関するエビデンスが少ない



PISP 45.6%

PSSP 
34.4%

PRSP 
19.9%

肺炎球菌241株（東海地方診療所）

インフルエンザ菌267株
（中国地方診療所）

BLNAS 60.7%

BLNAR 14.6%

Low BLNAR 10.1%

BLPAR 8.6%
BLPACR



A 強い推奨 レベルⅠがあり本邦でも適用可
B 推奨 レベルⅡがあり本邦でも適用可
C 推奨は行わない
D 提供しないように推奨
I 決定できない

エビデンスのレベル

Ⅰ ランダム化比較試験のメタアナリシス

Ⅱ 良くデザインされた比較研究

Ⅲ 良くデザインされた非実験的記述研究

Ⅳ 専門家の報告・意見・経験

推奨度



以下の鼓膜所見が認められるときに診断され
鼓膜の詳細な観察が不可欠である
鼓膜の発赤、膨隆、光錐減弱、肥厚、水疱形成、混濁
穿孔、中耳腔の貯留液、耳漏・粘膜浮腫（推奨度Ｂ）
付記：手術用顕微鏡、内視鏡による鼓膜観察が望ましい

診断

水疱形成 鼓膜の肥厚 貯留液 穿孔中耳粘膜浮腫



急性中耳炎は、鼓膜所見と臨床症状から
軽症、中等症、重症に分類される（推奨度B）

重症度は、どのようにして判定されるか

重症度分類に用いる症状・所見とスコア
＊３歳未満は３点を加算
耳痛は ０、１、２点
発熱は ０、１、２点
啼泣・不機嫌は ０、１点

鼓膜の発赤は ０、２、４点
鼓膜の膨隆は ０、４、８点
耳漏は ０、４、８点

膨隆と耳漏は同一症例では加算されない

選択した項目とスコアはデルファイ法による検討



鼓膜所見（膨隆）の重症度分類

中等度（鼓膜の膨隆が部分的）

高度（鼓膜全体が膨隆）



急性中耳炎スコアシート

患者ID 氏名 年齢 体重

軽症：0ー５ 中等症：６ー１１ 重症 ：１２以上

点数表

年齢（3歳未満） ０ ３
耳痛 ０ １（痛みあり） ２（持続性高度）

発熱 ０ １（37℃以上38℃未満） ２（38℃以上）

啼泣・不機嫌 ０ １

鼓膜発赤 ０ ２（柄、鼓膜の一部） ４（鼓膜全体）

鼓膜膨隆 ０ ４（部分的） ８（鼓膜全体）

耳漏 ０ ４（鼓膜観察可） ８（鼓膜観察不可）
耳漏と膨隆は同一症例では加算しない

合計点数 点



軽症例に限って3日間は抗菌薬の投与を行わず
自然経過を観察することを推奨する(推奨度A）

軽症の小児急性中耳炎の治療
として、抗菌薬非投与は妥当か

抗菌薬を投与しない場合は、正確な
鼓膜所見の観察による軽症の診断と
抗菌薬非投与後の厳重な経過観察が重要



抗菌薬の効果は不明である(推奨度I）

鎮痛に抗菌薬は有効か

抗菌薬による鎮痛効果は相反する結果
が報告されている。

3歳以下の小児の鎮痛薬としてはAcetaminophenが
選択肢となる



起炎菌、重症度に応じて経口剤では
amoxicillin(AMPC)
clavulanate/amoxicillin(CVA/AMPC  1:14製剤)
cefditoren pivoxil(CDTR-PI)
注射剤ではampicillin(ABPC)、ceftriaxone(CTRX)

中等症、重症において5日間投与するが
３〜４日目に病態の推移を観察する(推奨度A）

どの抗菌薬を何日間用いるか

他の抗菌薬の使用を推奨しないのでなく
本邦の起炎菌の感受性を考慮した推奨である



軽症（スコア０〜5）
耳痛、発熱（38.5℃以上）
→Acetaminophen 10mg/kg頓用

鼻所見あり→鼻処置

上咽頭（鼻咽腔）細菌検査

AMPC 常用量５日間投与
経過観察

AMPC 高用量あるいはCVA/ AMPC (1:14)投与

あるいはCDTR-PI 常用量を５日間投与

３日後に改善なし

改善なし 改善あり

経過観察

３日後に改善あり

抗菌薬非投与

3日間経過観察



急性中耳炎を鼓膜所見と臨床症状から
軽症、中等症、重症に分類して、重症度に応じた推
奨される治療法を提示した

正確な鼓膜所見の評価が、重症度の判断ならびに治
療法の選択に重要である

まとめと今後の問題

反復性中耳炎は
どの時点が治癒か？
点耳薬
ウイルスの関与
その他



褥瘡褥瘡のの治療ガイドライン治療ガイドラインについてについて

立花隆夫立花隆夫（天理よろづ相談所病院（天理よろづ相談所病院 皮膚科皮膚科））



高齢社会を迎えた我が国では、た高齢社会を迎えた我が国では、た

とえば西暦とえば西暦20102010年には年には6565歳以上の歳以上の

人口が総人口の人口が総人口の44分の分の11を占めるとを占めると

共に寝たきり状態の高齢者が共に寝たきり状態の高齢者が170170万万
人、さらに高齢化が進む人、さらに高齢化が進む20252025年に年に

はは230230万人に達し、そのうち万人に達し、そのうち55〜〜1010
人に人に11人の割合で褥瘡を発生すると人の割合で褥瘡を発生すると

推定されるなど、今後ますます褥推定されるなど、今後ますます褥

瘡患者の増加することが予想され瘡患者の増加することが予想され

ていていますます。。

寝たきり老人の寝たきり老人の発生予測発生予測

このような状況をふまえ、このような状況をふまえ、19981998
年に年にエキスパートオピニオンからエキスパートオピニオンから
なるなる「褥瘡の予防・治療ガイドラ「褥瘡の予防・治療ガイドラ
イン」（厚生省老人保健福祉局監イン」（厚生省老人保健福祉局監
修修）が策定）が策定され、され、同年同年にはには日本褥日本褥
瘡学会が設立されましたました。瘡学会が設立されましたました。

背背 景景（（11））



背背 景景（（22））

また、また、褥瘡の適切な管理と予防を行なうには、創の状態を褥瘡の適切な管理と予防を行なうには、創の状態を

正しく評価する必要があります。そのため、日本褥瘡学会では正しく評価する必要があります。そのため、日本褥瘡学会では

褥瘡ケア用創部アセスメントツールとして褥瘡ケア用創部アセスメントツールとして「「DESIGNDESIGN」」をを20022002
年に提唱しました。年に提唱しました。



背背 景景（（22））

また、また、褥瘡の適切な管理と予防を行なうには、創の状態を褥瘡の適切な管理と予防を行なうには、創の状態を

正しく評価する必要があります。そのため、日本褥瘡学会では正しく評価する必要があります。そのため、日本褥瘡学会では

褥瘡ケア用創部アセスメントツールとして褥瘡ケア用創部アセスメントツールとして「「DESIGNDESIGN」」をを20022002
年に提唱しました。年に提唱しました。



厚生労働省は厚生労働省は20022002年年1010月に月に「褥瘡対策未実施減算」「褥瘡対策未実施減算」、、20042004年年44
月に月に「「褥瘡患者管理加算褥瘡患者管理加算」」、さらには、、さらには、20062006年年44月に月に「「褥瘡患者褥瘡患者

管理加算」および「褥瘡ハイリスク患者ケア加算」管理加算」および「褥瘡ハイリスク患者ケア加算」という診療報という診療報

酬の改定を行いましたが、その評価基準に採用されるなど酬の改定を行いましたが、その評価基準に採用されるなど
DESIGNDESIGNは創部アセスメントツールとして臨床現場に定着しつつは創部アセスメントツールとして臨床現場に定着しつつ

ありますあります。。

このような状況をふまえ、さらには、このような状況をふまえ、さらには、「褥瘡の予防・治療ガイ「褥瘡の予防・治療ガイ
ドライン」ドライン」の改訂版として、の改訂版として、日本褥瘡学会は日本褥瘡学会は 20052005 年年 77 月に月に

「「DESIGNDESIGNに準拠しに準拠し、かつ、、かつ、科学的根拠に基づ科学的根拠に基づいたいた局所治療ガイ局所治療ガイ

ドラインドライン」」を公表しましたを公表しました。。

背背 景景（（22））

また、また、褥瘡の適切な管理と予防を行なうには、創の状態を褥瘡の適切な管理と予防を行なうには、創の状態を

正しく評価する必要があります。そのため、日本褥瘡学会では正しく評価する必要があります。そのため、日本褥瘡学会では

褥瘡ケア用創部アセスメントツールとして褥瘡ケア用創部アセスメントツールとして「「DESIGNDESIGN」」をを20022002
年に提唱しました。年に提唱しました。



褥瘡の進展様式褥瘡の進展様式

急性期急性期 慢性期慢性期

発赤発赤
紫斑紫斑
水疱水疱
びらんびらん
などなど

刻々と変化する創を刻々と変化する創を
毎日注意深く観察する毎日注意深く観察する

「浅い褥瘡」「浅い褥瘡」
ｄｄ

「深い褥瘡」「深い褥瘡」
DD暗紫色暗紫色

～黒色化～黒色化



慢性期褥瘡治療へ慢性期褥瘡治療へ

急性期急性期とと慢性期を見極める！慢性期を見極める！

慢性期慢性期

創面の保護と湿潤環境の維持創面の保護と湿潤環境の維持

急性期急性期

浅い褥瘡浅い褥瘡

深い褥瘡深い褥瘡

11--33週間週間



dd

DD

oror

慢性期慢性期褥瘡では褥瘡では浅い浅い((dd))か深いか深い ((DD))かをかを見極める見極める

「浅い褥瘡」の場合、ほとんど「浅い褥瘡」の場合、ほとんど

の場合の場合、新たな皮膚が再生する、新たな皮膚が再生する

ことで治癒することが可能ことで治癒することが可能

「深い褥瘡」の場合、壊死に「深い褥瘡」の場合、壊死に

陥った深部組織が再生すること陥った深部組織が再生すること

はなく、壊死組織が取り除かれはなく、壊死組織が取り除かれ

た創面にた創面に肉芽組織が盛り上がり肉芽組織が盛り上がり、、

さらにそれがさらにそれが瘢痕組織に変化瘢痕組織に変化しし

て治癒に至るて治癒に至る



ＰＰ ーー ((--) ) 

II ーー ii
EE ーー e e 

これらの要素については、これらの要素については、
大文字のものがあれば、適大文字のものがあれば、適
宜それを小文字に、あるい宜それを小文字に、あるい
は、それをなくすための治は、それをなくすための治
療を優先的に考える療を優先的に考える

NN ーー n n （壊死組織の除去）（壊死組織の除去）

GG ーー g g （肉芽形成の促進）（肉芽形成の促進）

SS ーー ss （創の縮小）（創の縮小）

深い深い慢性期慢性期褥瘡（褥瘡（DD）の局所治療）の局所治療

Wound bed Wound bed prepararionprepararion Most wound healingMost wound healing



さらにはさらには、慢性期褥瘡の、慢性期褥瘡の
各々の段階において臨床各々の段階において臨床
上問題になってくる具体上問題になってくる具体
的な疑問を、的な疑問を、DESINGDESINGに準に準
拠した拠したClinical Clinical QuestiQuesti--
onsons（（CQCQ）として取り上げ）として取り上げ
、、それに答える形式をとそれに答える形式をと
っったた。。
具体的には、具体的には、壊死組織壊死組織

を除去（を除去（NN→→nn）した上で）した上で
、肉芽形成を促進、肉芽形成を促進（（GG→→gg
）し、さらに創の縮小、）し、さらに創の縮小、
閉鎖閉鎖(S(S→→s)s)を目指を目指すす。そ。そ
の各々の段階で、壊死組の各々の段階で、壊死組
織の除去、あるいは、感織の除去、あるいは、感
染の抑制（染の抑制（II→→ii）、滲出）、滲出
液の減少（液の減少（EE→→ee）、ポケ）、ポケ
ットの解消（ットの解消（PP→→--）、さ）、さ
らには、らには、肉芽形成または肉芽形成または
創縮小を促進するような創縮小を促進するような
局所治療局所治療（外用薬、ドレ（外用薬、ドレ
ッシング材、外科的治療ッシング材、外科的治療
、物理療法）を提唱し、、物理療法）を提唱し、
併せてその推奨度も提示併せてその推奨度も提示
ししたた。。



残念ながら局所治療ガイドラインには予防、管理残念ながら局所治療ガイドラインには予防、管理

の項目を含んでいません。そこで、日本褥瘡学会での項目を含んでいません。そこで、日本褥瘡学会で

は、リスクアセスメント、体位変換、体圧分散寝具は、リスクアセスメント、体位変換、体圧分散寝具

、栄養などを加えた局所治療ガイドラインの改訂、、栄養などを加えた局所治療ガイドラインの改訂、

すなわち褥瘡の予防・管理・治療ガイドライン（案すなわち褥瘡の予防・管理・治療ガイドライン（案

）の策定を）の策定を20082008年度に予定しています。年度に予定しています。

今後の今後の予定予定



胃がん検診・肺がん検診
ガイドライン

国立がんセンター

がん予防･検診研究センター

濱島 ちさと

第6回 EBM研究フォーラム（2008.2.2）
「日常診療に役立つ診療ガイドラインを目指して」



がん検診によりがん死亡を減少させるためには、
有効ながん検診を正しく実施する必要がある

有効ながん検診→がん検診アセスメント
平成10年、11年、13年

「がん検診の有効性評価に関する研究班」報告書
（主任研究者 久道茂）
平成15～18年度

がん研究助成金祖父江班で継続
平成19年度より濱島班

正しく実施する→がん検診実施マネジメント
第3次対がん 斉藤班

精度管理システム確立・受診率向上



１）ガイドライン作成手順の定式化
「有効性評価基づくがん検診ガイドライン作成手順」

２）がん検診ガイドラインの更新
「大腸がん検診ガイドライン」の更新・公開：全市町村に配布済

「胃がん検診ガイドライン」の更新・公開：全市町村に配布済

「肺がん検診ガイドライン」の更新・公開：全市町村に配布済

「前立腺がん検診ガイドライン」の更新：2008年公開予定

「子宮頸がん検診ガイドライン」の更新：2007年9月開始

３）ガイドラインの普及
ホームページの開設

科学的根拠に基づくがん検診推進ページ

検診従事者向け解説版の作成

受診者向けリーフレット

ガイドライン認知度･理解に関するアンケート調査

がん検診アセスメント



症例対照研究無効直腸診

なし保留前立腺特異抗原（ＰＳＡ）前立腺がん

無作為化比較対照試験有効肝炎ウィルスキャリア検査

なし保留超音波肝臓がん

無作為化比較対照試験有効便潜血検査大腸がん

なし保留らせんＣＴ+喀痰細胞診

症例対照研究有効胸部Ｘ線+喀痰細胞診肺がん

なし保留視触診+超音波

無作為化比較対照試験有効視触診+マンモグラフィ

症例対照研究無効視触診乳がん

なし保留超音波＋腫瘍マーカー

なし保留超音波卵巣がん

なし保留超音波（経膣法）

なし保留細胞診子宮体がん

なし保留ヒトパピローマ・ウィルス

症例対照研究有効細胞診子宮頸がん

その他＊無効ヘリコバクタ・ピロリ抗体

なし保留血清ペプシノゲン法

症例対照研究有効胃Ｘ線検査胃がん

根拠の質評価判定検診方法対象

がん検診の適正化に関する調査研究事業
「新たながん検診手法の有効性の評価」報告書

（主任研究者 久道茂）平成13年3月公表



ガイドライン
作成手順の概要

文献検索

抄録チェック

論文レビュー

証拠のまとめ

推奨の決定

ガイドライン公表

Analytic Frameworkの作成

根拠となる文献の選択

文献の質を吟味

エビデンス・テーブル作成

死亡率減少効果と不利益

雑誌・報告書・ＨＰ

12～18Ｍ



有効性評価の基本原則

有効性評価の指標 ：前立腺がんの死亡率

代替指標による評価：間接的証拠

（がん発見率・発見がん病気・生存率など）

がん検診の死亡率が減少するかもしれない

なぜ代替指標による評価は決定的ではないのか？

ガイドラインでは 終結果の証拠を用いるのが国際標準

• バイアス（偏り）が紛れ込む
→ 早期がんの発見が必ずしも死亡減少にむすびつかない

• 治療などより転帰が変わる可能性がある
→ 検診の効果が過小（過大）評価される

• 利益の大きさがわからない
→ 利益と不利益が比較できない



胃がん検診のAnalytic Framework (AF)

2→間接的証拠

1→直接的証拠

2～12→間接的証拠



文献の選択
・MEDLINE検索（1985-2005年）
・CINHAL追加検索
・消化器集検学会誌等のハンドサーチ
・他のガイドライン文献、専門家の意見

直接的証拠
AF1

10文献

間接的証拠
AF2～9
46文献

抄録チェック
・2人1組で採否判定

149文献

1,715文献

フルレビューチェック
・質の評価のためのチェックリスト

（研究デザイン別）
・構造化要約の作成

系統的レビューの手順

死亡率減少効果 検査精度や不利益など



専門家の意見専門家の意見4

横断的な研究、発見率の報告、症例報告など、散発的な報告のみでAnalytic Frameworkを構成する評価
が不可能である

その他の研究3

死亡率減少効果の有無を示す直接的な証拠はないが、Analytic Frameworkを構成する複数の研究があるＡＦ組み合わせ

死亡率減少効果について同様の結果を示す、中等度の質以下の地域相関研究・時系列研究が行われて
いる

地域相関研究/時系列
研究

死亡率減少効果の有無を示す、質の低い症例対照研究・コホート研究が行われている
症例対照研究/コホート
研究

2-

死亡率減少効果の有無を示す直接的な証拠はないが、Analytic Frameworkの重要な段階において無作
為化比較対照試験が行われており、一連の研究の組み合わせにより死亡率減少効果が示唆される

ＡＦ組み合わせ

死亡率減効果について一致性を認める、質の高い地域相関研究・時系列研究が複数行われている
地域相関研究/時系列
研究

死亡率減効果について一致性を認める、中等度の質の症例対照研究・コホート研究が複数行われている
症例対照研究/コホート
研究

2+

死亡率減効果について一致性を認める、質が高い症例対照研究・コホート研究が複数行われている
症例対照研究/コホート
研究

2++

死亡率減少効果の有無を示す、質の低いメタ・アナリシス等の系統的総括が行われている系統的総括

死亡率減少効果に関する質の低い無作為化比較対照試験が行われている無作為化比較対照試験1-

Analytic Frameworkの重要な段階において無作為化比較対照試験が行われており、2++以上の症例対照
研究・コホート研究が行われ、死亡率減少効果が示唆される

ＡＦ組み合わせ

死亡率減少効果の有無を示す、中等度の質のメタ・アナリシス等の系統的総括が行われている系統的総括

死亡率減効果について一致性を認める、中等度の質の無作為化比較対照試験が複数行われている無作為化比較対照試験1+

死亡率減少効果の有無を示す、質の高いメタ・アナリシス等の系統的総括が行われている系統的総括

死亡率減効果について一致性を認める、質の高い無作為化比較対照試験が複数行われている無作為化比較対照試験1++

内容主たる研究方法
証拠の
レベル

死亡率減少効果を判断する死亡率減少効果を判断する証拠のレベル証拠のレベル

RCTRCT

症例対照症例対照
コホートコホート
時系列時系列

その他その他 質の低い質の低い

複数の複数の
一致性一致性



胃胃がん検診の証拠レベルと根拠となる研究がん検診の証拠レベルと根拠となる研究
直接的証拠（直接的証拠（AF1AF1：死亡率減少効果：死亡率減少効果））を検討したを検討した文献数文献数

----なし
ヘリコバクター
ピロリ抗体

1（1）01（1）コホート研究観察研究
ペプシノゲン
法

101コホート研究観察研究胃内視鏡

01（1）1（1）
地域相関研究

1（1）1（1）2（2）
コホート研究

1（1）4（4）5(4)
症例対照研究

011
メタ･アナリシス

観察研究胃X線

有効性なし
有効性不明

研究デザイン
難

有効性
あり

文献総数
研究デザイン

（詳細）
証拠の
レベル

研究デザ
イン

検診方法

（ ）は国内で行われた研究

大阪･千葉
宮城（2）

ベネズ
エラ

2++

2-

2-

2-



胃がん検診の不利益

• 偽陰性・偽陽性
• 事前の食事制限・薬剤制限
• 前投薬に伴う合併症（X線・内視鏡）

ショック・血圧低下・呼吸抑制など
死亡の可能性

• X線
放射線被曝
バリウム誤嚥・排便遅延・イレウスなど

• 内視鏡
出血・穿孔 0.012%（997/826,313)
死亡 0.00076%(63/826,313)



対策型検診と任意型検診

個人のレベルで、
利益と不利益のバランスを判断

限られた資源の中で、
利益と不利益のバランスを考慮し、
集団にとっての利益を 大化

利益と
不利益

全額自己負担公的資金を使用検診費用

定義されない
構成員の全員
（一定の年齢範囲の住民など）

検診
対象者

医療機関・検診機関等が
任意で提供する医療サービス

予防対策として行われる
公共的な医療サービス

概要

個人の死亡リスクを下げる対象集団全体の死亡率を下げる目的

Opportunistic screeningPopulation-based screening

（人間ドック型）(住民検診型）

任意型検診対策型検診検診方法



メリット

デメリット

利益と不利益のバランスを考える

死亡率減少効果

合併症
偽陽性
偽陰性

メリットがデメリットを上回るか？



推奨しない

推奨しない

推奨しない

推奨する

推奨する

対策型検診
（住民検診型）

個人の判断に
基づく受診は

妨げない

推奨しない

条件付きで実
施できる

推奨する

推奨する

任意型検診
（人間ドック型）

1-/2-

1++/1+
2++/2+

1++/1+
2++/2+

2++/2+

1++/1+

証拠の
レベル

死亡率減少効果の有無を判断する証拠が不十分である
（RCT・適切な観察研究がない、あるいは複数の研究結
果が一致しない）

I

死亡率減少効果がないことを示す証拠（RCTあるいは観
察研究）がある

D

死亡率減少効果を示す証拠（RCTあるいは観察研究）が
あるが、無視できない不利益がある

C

死亡率減少効果を示す相応な証拠（観察研究）があるB

死亡率減少効果を示す十分な証拠（RCT)があるA

証拠の内容
推
奨

推奨グレードと表現

利益（証拠のレベルに対応）と不利益（定性的に記述）を考慮した。



胃がん検診の推奨グレード

△×

死亡率減少効果の有無を判断する証拠が不十分である
ため、対策型検診として実施することは勧められない。
任意型検診として実施する場合には、効果が不明であ
ることについて適切に説明する必要がある。

Ｉ
ヘリコバクター
ピロリ抗体

△×

死亡率減少効果の有無を判断する証拠が不十分である
ため、対策型検診として実施することは勧められない。
任意型検診として実施する場合には、効果が不明であ
ることについて適切に説明する必要がある。

Ｉペプシノゲン法

△×

臨床診断及びその範疇で行なわれる胃X線検査後の精
密検査としては標準的方法として行われている。しかし、
胃がん検診として行うための死亡率減少効果を判断す
る証拠が不十分であるため、対策型検診として実施する
ことは勧められない。任意型検診として実施する場合に
は、効果が不明であることについて適切に説明する必要
がある。

Ｉ胃内視鏡検査

○○

死亡率減少効果を示す相応な証拠があるので、対策型
検診及び任意型検診として、胃X線検査による胃がん検
診を実施することを勧める。ただし、間接撮影と直接撮
影では、不利益の大きさが異なることから、事前に不利
益に関する十分な説明が必要である。

Ｂ胃X線検査

任意型
検診

対策型
検診

表現推奨検査方法



諸外国における胃がん検診の評価
• UICC

日本におけるX線検診は継続可
日本以外の実施は推奨しない

• PDQ
胃X線・内視鏡・ペプシノゲン法を検討
証拠は不十分 → 米国で実施不可

• European Code Against Cancer
ヘリコバクターピロリ抗体、胃X線検査、
胃内視鏡検査は効果不明

• Association of Medical Screening
胃X線・内視鏡・ヘリコバクターピロリ抗体は
有効性は不明
ペプシノゲン法の可能性を示唆



有効性評価に基づくがん検診ガイドラインの推奨

I

I

I

Ｂ

C

Ａ

I

I

Ｂ

推奨

△
（条件付きで

個人の判断）
×前立腺特異抗原（ＰＳＡ）前立腺がん検診

△
（条件付きで
個人の判断）

×直腸診前立腺がん検診

△
（条件付きで個人の

判断）
×胸部ＣＴ肺がん検診

○○

非高危険群に対する胸部X
線検査、及び高危険群に対
する胸部X線検査と喀痰細胞
診併用法

肺がん検診

○（条件付実施可）×全大腸内視鏡大腸がん検診

○○便潜血大腸がん検診

△
（条件付きで

個人の判断）
×ペプシノゲン法胃がん検診

△
（条件付きで

個人の判断）
×胃内視鏡胃がん検診

○○胃Ｘ線胃がん検診

任意型検診対策型検診検診方法がん検診



有効性評価に基づくがん検診ガイドラインの特徴

• エビデンスに基づくガイドライン
系統的総括のよる証拠の抽出

死亡率減少効果（利益）と不利益
推奨ルールの明確化

対策型検診と任意型検診
• 間接的証拠の条件付き採用や重要な情報としての記述

Analytic Frameworkに基づく検討課題の設定・文献検索
• わが国独自の証拠の重視

症例対照研究の評価：大腸がん・胃がん・肺がん検診
不利益（診断や治療の合併症など）

• 評価の透明性
国際的に標準化された方法：ＮＩＣE, ＳＩＧＮ, USPTSFなど
作成手順の公表

どのがん検診も同じルールで評価される
外部評価・公開フォーラム



高齢者の水頭症(iNPH):
その診断と治療

北野病院脳神経外科
石川正恒



正常圧水頭症

物忘れ、歩行障害、尿失禁などの症状があ

り、髄液シャント術で症状改善

原因の明らかなタイプ

くも膜下出血、髄膜炎（二次性）

原因の明らかでないタイプ

特発性正常圧水頭症(iNPH)

特発性正常圧水頭症は二次性正常圧水頭症と同じではない



なぜ、いま、特発性正常圧
水頭症(iNPH)に注目するのか

高齢者の増加（2007年に65歳以上が

21%：超高齢社会）

歩行障害・認知障害・尿失禁といった

症状の改善によって自立度の向上と

介護度の軽減が可能

シャント有効例の予測が高い確率で
可能となり、シャントシステムも改良さ
れた

平成14年2月 第3回日本正常圧水頭
症研究会世話人会で企画（委員長
石川正恒）



iNPH診療ガイドラインの特徴

１）iNPHをpossible, probable, definiteに分類

２）３徴のうち、歩行障害がもっとも高頻度で、
シャント効果も高い（treatable gait 
disturbance)

３）診断に有用な検査としてCSF tap testに
着目

４）シャント・システムには圧可変式バルブの
使用を推奨

５）診断や治療、合併症予防のためのflow-
chart 作成

平成16年５月
メデイカルレビュー社



特発性正常圧水頭症の症状

歩行障害（90%〜100%）
小刻み、すり足、開脚、不安定

認知障害（70%〜90%）
物忘れ、自発性低下、作業時間の延長

尿失禁（50%〜80%）



iNPHの歩行(シャント前）

小刻み、すり足、開脚、不安定

※ 動画につき、割愛させて頂きました。



iNPHの歩行（シャント後）

※ 動画につき、割愛させて頂きました。



iNPHの歩行(3m up&go test)

iNPHは歩行障害の改善が顕著である

※ 動画につき、割愛させて頂きました。



診断に有用な検査

画像検査（CT・MRI)
髄液排除試験(CSF tap test)



特発性正常圧水頭症のMRI

水平断

冠状断



髄液排除試験
(CSF tap test)

腰椎穿刺により髄液を３０ml排除、数日以内に症状（多くは歩行）の
改善があれば高い確率で髄液シャント術の効果が期待できる。

ガイドラインでは検査は単回、しかし21G以上の太い針を用いること
を推奨



診断の流れ
　60歳以上、症状（歩行障害、

　認知障害、尿失禁の一つ以上）
　他の神経・非神経疾患で説明不可

脳室拡大:Evans index>0.3
先行疾患不明
［高位円蓋部脳溝狭小化］

CSF tap test:30ml/回)

症状改善

シャント術
実施

症状非改善

オプション：

持続髄液排除
髄液流出抵抗測定
持続髄液圧測定, 等

（適応あれば）

経過観察

腰椎穿刺:圧20cm水柱以下,細胞蛋白増加なし

ーーーーーーーーーーーーー神経内科、脳神経外科に紹介

再度CSF tap test:改善
あればシャント術実施

P
o
s
s
i
b
l
e

*
p
r
o
b
a
b
l
e

#：実際的には髄液が水様透明でtap test 可能とする
*：tap testまたはオプションが陽性なら probable iNPHとする

iNPH

#



治療
髄液シャント術

V-Pシャントが標準的に行われるが、
最近ではL-Pシャントも行われる。

可変式差圧バルブ

圧設定は高い目
からはじめる。



特発性正常圧水頭症と周辺疾患

パーキンソン病

アルツハイマー病老化現象

慢性脳虚血

特発性正常圧
水頭症

髄液吸収障害

(Binswanger disease)

クモ膜顆粒レベル、脳室周囲レベル、その他



結語
特発性正常圧水頭症は

治療可能な歩行障害であり、

治療可能な認知障害でもある。

たかがシャント、

されどシャント
インターネットホームページインターネットホームページ
http://www.inph.jphttp://www.inph.jp



科学的根拠に基づく

膵癌診療ガイドライン
科学的根拠に基づく

膵癌診療ガイドライン

日本膵臓学会理事長
膵癌診療ガイドライン改訂委員会委員長
九州大学 臨床・腫瘍外科

田中雅夫

EBM研究フォーラム

2008.2.2



日本膵臓学会
膵癌診療ガイドライン作成小委員会

2006年3月刊行

金原出版 2,600円



診断法 ●白鳥敬子
山雄健次、中尾昭公、羽鳥隆

化学療法 ●船越顕博
奥坂拓志、中尾昭公、井上総一郎

放射線療法 ●唐澤克之
砂村真琴、土井隆一郎

外科的治療法 ●山口幸二
中尾昭公、井上総一郎、石川治、土井隆一郎
砂村真琴、梛野正人

補助療法 ●石川 治
奥坂拓志、下瀬川徹

5分野で3-6つのclinical question (CQ) を決定
（22CQ）

診断法 ●白鳥敬子
山雄健次、中尾昭公、羽鳥隆

化学療法 ●船越顕博
奥坂拓志、中尾昭公、井上総一郎

放射線療法 ●唐澤克之
砂村真琴、土井隆一郎

外科的治療法 ●山口幸二
中尾昭公、井上総一郎、石川治、土井隆一郎
砂村真琴、梛野正人

補助療法 ●石川 治
奥坂拓志、下瀬川徹

5分野で3-6つのclinical question (CQ) を決定
（22CQ）

（順不同、敬称略）

第1回膵癌診療ガイドライン作成小委員会
（2004年3月5日 東京）

第1回膵癌診療ガイドライン作成小委員会
（2004年3月5日 東京）



●文献検索：医学中央雑誌、Medline（1990年以降）

山口直比古(東邦大学医学メデイアセンター)

●構造化抄録の作成

乳癌診療ガイドラインのフォーム

2人以上で作成（構造化抄録のCD-ROM（304の抄録））

●エビデンスレベル、推奨度：福井次矢（案）（5分野、22CQ、31推奨）

A. 行うよう強く勧められる （4）(3診断、1治療)

B. 行うよう勧められる （12）
C. 行うよう勧めるだけの根拠が明確でない （15）
D. 行わないよう勧められる （0）

●明日への提言（今後の展望や将来の研究につながる意見）

診断法：三浦（東京女子医大）
化学療法：大崎（慈恵会医科大学）
放射線療法：山口（東邦大学）
外科的治療法：諏訪部（杏林大学）
補助療法：平輪（東邦大学）



2005年4月15日 第91回日本消化器病学会総会（東京）①

公 聴 会公 聴 会

2005年9月28日 日本膵臓学会のHPに公開
より （日本膵臓学会会員を対象）

2005年10月31日

2005年7月28日 第36回日本膵臓学会大会（東京）③

2006年3月15日 出版 2,600円

2005年6月9日 日本肝胆膵外科関連会議・横浜（横浜）②

2006年4月21日 第1回改訂小委員会予定
（第92回日本消化器病学会総会/北九州）



Algorithm for Treatment of Pancreatic CancerAlgorithm for Treatment of Pancreatic Cancer

cStage I, II, III cStage IVa cStage IVb

Resectable Unresectable

Resection Chemoradiation Chemotherapy BSC

Adjuvant

CQ 4-1

CQ 5-2

CQ 5-2      CQ 4-2, 3, 4, 5

CQ 5-3, 4CQ 5-3, 4

CQ 3-1, 2, 3 CQ 2-1, 2, 3, 4 CQ 2- 2



Algorithm for Diagnosis of Pancreatic CancerAlgorithm for Diagnosis of Pancreatic Cancer

臨床症状、膵酵素/腫瘍マーカー、危険因子、US

EUS and/or ERCP and/or PET

細胞診／組織診（ERP, EUS, US, CT）細胞診／組織診（ERP, EUS, US, CT）

診断確定 診断未確定

CQ 1-1, 1-2, 1-3

CT and/or MRI (MRCP)CT and/or MRI (MRCP)

CQ 1-3 
CQ 1-4 
CQ 1-5

CQ 1-6



腫瘍マーカーの評価は多くが進行膵癌での検
討であり、早期の膵癌では異常値を示さないこ
とが多い。また、検診で腫瘍マーカーとUSを
行っても膵癌検出率は低く、費用対効果の点
で問題がある。しかし、危険因子を複数で有す
るような多危険群に対して、ファーストステップ
の検査を定期的に施行することにより、膵癌の
早期発見率が向上することが期待される。また、
基準値内でも腫瘍マーカーに増加傾向がみら
れる場合には、US、CTを行うことが望ましい。

C

B
C
B
C
B
A

１．血中膵酵素は膵疾患診断に重要だが、膵癌に特異
的ではない（グレードＣ）。
２．CA19-9を含む腫瘍マーカー測定は膵癌診断や膵癌
フォローアップに勧められる（グレードＢ）が、早期膵癌
の検出には有用ではない（グレードＣ）。
３．ＵＳは膵癌の 初のスクリーニングに勧められる（グ
レードＢ）が、検診での検出率は低い（グレードＣ）。主膵
管の拡張（2mm以上）や小嚢胞が膵癌の間接所見として
重要である（グレードＢ）。このような所見が認められた
場合は、すみやかにCT検査をはじめとする検査を行うこ
とが強く勧められる（グレードＡ）。

ファースト
ステップは
何か？

１
－
３

Ｂ

2．急激な糖尿病（糖代謝障害）の発症や悪化
は膵癌合併を疑い、腫瘍マーカーや画像検査
を行う（グレードＢ）。

膵癌は特異的な臨床症状に乏しく、エビでンスは進行膵
癌における症状分析結果に基づいたもので一部には無
症状の症例もある。したがって、臨床症状は膵癌を早期
に発見する指標にはならない。そこで、腹痛などの腹部
症状を認める場合はもちろんであるが、それ以外にも上
部消化管疾患が原因でないと思われる腹部症状がみら
れた場合、また、急激な糖尿病発症がみられた場合に
は、膵癌の可能性も考慮して診断のための検査（CQ1-
3）を行うことが望ましい。

Ｂ
１．他に原因のみられない腹痛、腰背部痛、黄
疸、体重減少は膵癌を疑い検査を行うが（グ
レードＢ）、有症状の場合は進行癌が多い。膵癌を考え

る臨床症状
は何か？

１
－
２

膵癌患者の病歴調査から上記の因子を有する比率が
高かったというエビデンスである（表１）。膵癌の早期発
見のためには無症状の危険因子群を検診することが望
ましいが、上記の危険因子を一つでも有する対象数は
膨大であり、また検診での検出率が極めて低いというエ
ビデンス（CQ1-3）からは費用対効果に問題がある。した
がって、現時点では、複数の危険因子を有する症例で
は膵癌発症も念頭においた慎重な経過観察と定期的検
査（CQ1-3）が望ましい。

Ｂ

危険因子を複数有する場合は、膵
癌検出のための検査を行うよう勧
められる（グレードＢ）。

膵癌の危
険因子は
何か？

１
－
１

１．
診
断
法

明日への提言
推
奨
度

推奨ＣＱ

Ｃ
Ｑ

Ｎ
ｏ

ＣＱ・推奨・推奨度・明日への提言一覧ＣＱ・推奨・推奨度・明日への提言一覧



膵癌に対する拡大リンパ節・神経叢郭清
が生存率向上に寄与するか否かは明ら
かでなく，行うよう勧めるだけの根拠が明
確ではない（グレードC）。

CQ4-4. 膵癌に対して拡大リンパ節・神経叢郭清の
意義はあるか？

CQ4-4. 膵癌に対して拡大リンパ節・神経叢郭清の
意義はあるか？



本邦で行われたRCTの拡大手術は、大動脈周囲リンパ節、上
腸間膜動脈および総肝動脈周囲神経叢の全周郭清という徹
底した広範囲郭清であるにもかかわらず、生存率は標準手術
と同等であった。最近、Mayo Clinicからも標準手術（D1郭清）
vs.拡大手術（D2郭清）のRCTの結果が第105回日本外科学会
において発表されたが、結果は本邦のRCTと極めて似たもの
であった。この２つのRCTの結果から、現在、臨床的に経験す
る膵癌には肉眼根治が得られるような手術を行えばよく、徹底
した神経叢郭清や大動脈周囲リンパ節を含む広範囲リンパ節
郭清を行う拡大手術の意義はないと思われる。

CQ4-4. 膵癌に対して拡大リンパ節・神経叢郭清の
意義はあるか？（明日への提言）

CQ4-4. 膵癌に対して拡大リンパ節・神経叢郭清の
意義はあるか？（明日への提言）



CQ4-4. 膵癌に対して拡大リンパ節・神経叢郭清の
意義はあるか？（明日への提言）

CQ4-4. 膵癌に対して拡大リンパ節・神経叢郭清の
意義はあるか？（明日への提言）

しかし、将来、より早期の
膵癌が発見、診断される
ようになれば、そうした小
さな膵癌にこそ拡大手術
の意義があるかも知れな
い。また、我が国で追求さ
れてきた後腹膜神経叢
郭清の意義についても今
後、検討する必要がある。

奥入瀬
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対象と目的
（１－３）
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AGREE６領域の領域別標準化スコア

AGREE24 このガイドラインを診療に用いることを推奨するか？

膵癌専門医

4 4 3 4 4

膵癌専門医以外

膵癌診療ガイドラインの外部評価

膵癌専門医2名（外科系）

（今村正之、尾形佳郎）
膵癌を専門としない医師１名

（梅田文夫）
生物統計専門家１名

（古野純典）
患者代表１名（A氏）

外部評価委員(５名)

AGREE法

Shaneyfelt法
COGS法

ガイドライン評価法



対象：膵臓学会会員（2006年膵臓６号び投げ込み）
膵臓学会評議員、その他へ郵送（2007年2月）

アンケート送付：膵臓学会会員（2652名、1枚）、評議員（85名、
5枚）、その他（70名、3枚）

2,652＋425＋210＝3,287枚

アンケート回答：167枚（回答率：5.1%）

統計集計：2007年4月

アンケート調査



CQ4-5、2-1、2-3、4-1、4-2; CQ3-1、3-2、3-3、4-1・2・3・4・5、5-2
放射線治療の適用
ジェムザール化学療法B
化学療法や補助療法には、グレードAやBのものがほとんどないことを
確認しえた。
EUS－FNA
外科的治療法の研究
化学療法の継続について（ジェムザール）
切除不能膵癌
stageⅣの治療等について
化学療法 、補助療法
chemoradiation therapy の indication
CQ－４、５ 手術はhigh volume centerがよい
化学療法（遠隔転移例について、患者へのインフォームドコンセントの
際に参考になった）
stageⅣの治療選択におけるIC時
治療方針決定（手術，CRT,chemotherapy）に関して参考になった

特に参考になった項目(1)



ガイドラインに沿って治療方針が決めやすく、患者の同意も
得やすいので日常診療に役立っている

外科治療成績
手術適応
放射線化学療法
明日への提言
非切除例への治療
stageⅣの扱い
CQ4-1
CQ2-2
CQ１－３～５
基本的にすべてだが、特に化学療法と放射線
術後補助療法
化学療法 拡大手術等
CQ2-3

特に参考になった項目(2)



推奨度Ｃであればガイドラインを引き合いに出す理由がない
手術術式など体尾部癌に対するエビデンスの整理もして欲しい
緩和療法、代替医療についても情報がほしい
化学療法開始前のhistological evidenceの必要性について先進的治療の
紹介が欲しい
腹腔鏡ステージングの記載が欲しい
治療のストラテジーが不明確な点が多いため、エビデンスを記載するのみ
ならず方針を明確に示して欲しい
全体的に文章のみで見にくい
常に新しいデータをいれ毎年更新して欲しいので、出版物として発行する
のは今後は如何か？
診断の部分が少しあまい印象がある
確定診断や、進展度診断の精度が不確実な現状ではガイドライン発行自
体に問題がある
本文が細切れで、やや読みにくい感がある
無料配布して欲しい

使用しにくい点、今後への意見



膵癌診療ガイドラインの問題点膵癌診療ガイドラインの問題点

●RCT 、RCTの中間報告、メタアナリシスが少数

●外部評価委員：5名 適不適?
●一般用ガイドラインへの取り組み→PanCAN Japan

(Pancreatic Cancer Action Network, US Headquarters, 
El Segundo, California)のhandbook日本版への協力

●改訂作業 資金？

初版：日本膵臓学会500万、日本癌治療学会からの厚労省

科研費班研究助成金から2年間で300万 計約800万

印税10% 260円ｘ11,000部=286万、NET公開が普及すれば

ゼロに



大山蓮華



大腸癌治療ガイドライン

東京医科歯科大学大学院腫瘍外科
杉原健一



大腸癌は急増している
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日本の大腸癌治療成績は良好である
日米の大腸癌生存率の比較
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大腸癌治療ガイドライン作成の背景

日本の大腸癌治療専門施設の治療成績は
世界のトップである

大腸癌治療専門医の治療方針には
ある程度のコンセンサスがある

大腸癌患者の多くは
大腸癌治療専門施設以外で治療を受けている

治療の均てん化

病院間格差をなくす

過剰・過小診療をなくす

治療法の公開

標準的治療の提示



大腸癌治療における
エビデンス・推奨度の問題点

内視鏡治療・外科治療

メタアナリシシス・RCTがほとんどない

内視鏡治療・外科治療の成績は欧米より優れている

欧米では早期癌・Stage Iの頻度が低い

化学療法
欧米のメタアナリシシス・RCTがある

日本で認可されていない薬剤がある

専門医のコンセンサスとして、標準的治療を提示

医療保険制度が異なる



大腸癌治療ガイドライン作時の
留意点

対象は大腸癌診療に従事する医師
一般外科医・内科医

大腸癌専門医の先進的治療を制限しない

エビデンス 大腸癌研究会のデータを使用

記載法

アルゴリズム・図の多用

簡便な記載・視覚に訴える
箇条書き

標準的治療方針を提示

text book方式



大腸癌の治療方針

内視鏡治療

腸管切除+郭清

D2郭清 D3郭清

M癌、SM軽度浸潤癌
2 cm未満 Stage I

Stage II
SM深部浸潤癌

経過観察

Stage III

Stage 0 2 cm 以上



病理組織学的検査

内視鏡的摘除後の方針

m癌

sm浸潤:<1000μm

経過観察

水平断端 +

再切除・焼灼

垂直断端 +
脈管浸襲 +

低分化腺癌・未分化癌

sm浸潤:≧1000μm

腸切除+郭清

リンパ節転移率：11％



Stage I ～Stage IIIの手術治療方針

D2郭清 D３郭清

Stage I Stage II Stage III

SM MP



大腸癌治療ガイドラインの公開

大腸癌治療ガイドライン 医師用2005年版

大腸癌治療ガイドラインの解説

2005年7月に出版、 2007年12月までに28,200冊販売

2006年1月に出版、 2007年12月までに22,700冊販売

ホームページでの公開

大腸癌研究会： 2006年1月
日本癌治療学会： 2006年11月
Minds： 2007年7月



アンケート調査

医師用2005年版

解説(一般向け）

質問項目： 39
会員施設の医師
回 収 数： 600 名

：2006年11月～2006年12月

：2006年5月～2006年6月

質問項目： 50
会員施設の大腸癌患者およびその家族
回 収 数： 334名



大腸癌治療ガイドラインの改訂

大腸癌の標準的治療方針の提示

病院間格差をなくす

過剰・過小診療をなくす

治療法の公開

かなり利用されている

より多くの利用を図る

改訂への準備

新しいエビデンス

Q & Aの導入

2009年7月出版予定

委員長・委員の交替

アンケート調査



1

財団法人日本医療機能評価機構

第６回 EBM研究フォーラム
2008年2月2日(土）

日常診療に役立つ診療ガイドラインを目指して日常診療に役立つ診療ガイドラインを目指して

～生涯教育における活用～～生涯教育における活用～

日本医師会常任理事 飯沼 雅朗



2



3

吸入ステロイドによる喘息治療吸入ステロイドによる喘息治療

○吸入ステロイドは、1972年イギリスで承認され、日本では1978
年に承認されながらも殆ど使用されなかった。

○エビデンスの蓄積によるガイドラインの整備
・93年日本アレルギー学会「アレルギー疾患治療ガイドライン」
・98年厚労省研究班「全国予防・管理ガイドライン」

○ガイドラインの普及
・95年当時もまだ吸入ステロイドの使用を忌避する医師が少な
からずいたが、診療ガイドラインが次第に普及し、2006年には
死亡者数が3,000人を割った。

○専門医が先導して、それに続く進取の気性に富む医師、特に
一般内科医のより一層の理解が喘息の治療成績の向上には
欠かせない。



喘息治療ガイドラインの変遷喘息治療ガイドラインの変遷

1993 アレルギー疾患ガイドライン(日本ｱﾚﾙｷﾞｰ学会）

1994 アレルギー疾患ガイドライン改定版

1998 喘息予防・管理ガイドライン(厚労省・免疫ｱﾚﾙ

ｷﾞｰ研究班）2000 同ガイドライン改訂版、

2001 EBMに基づいた喘息治療ガイドライン(厚労省医

療技術評価総合研究班）

2002 小児気管支喘息治療・管理ガイドライン(日本小

児ｱﾚﾙｷﾞｰ学会）

2002・2003 喘息予防・管理ガイドライン改訂版

2004 EBMに基づいた喘息治療ガイドライン(厚労省）

2006 喘息予防・管理ガイドライン2006(ｱﾚﾙｷﾞｰ学会）

小児喘息予防・管理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(小児ｱﾚﾙｷﾞｰ学会）

1991 喘息診断・管理ガイドライン(NIH)
1992 喘息の診断と管理に関わる国

際ｺﾝｾﾝｻｽﾚﾎﾟｰﾄ（NIH/NHLBI)
※NHLBI：National Heart,Lung and

Blood Institute）
1995 GINA（NHLBI/WHO）

※GINA： Global Initiative for Asthma
1997 喘息治療ガイドライン ﾊﾟﾈﾙ2
（NIH/NHLBI)

1998 GINA改訂版

2002 GINA改訂版

2006 GINA改訂版(予定）

わが国のガイドラインＮＩＨおよびWHOのガイドライン

4
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6

日本医師会と診療ガイドライン日本医師会と診療ガイドライン

●2004年2月 学術推進会議報告書「医療の質の向上をめざして」「医療の質の向上をめざして」
ＥＢＭならびに診療ガイドラインは医療の質の向上に直接結びつ
くものであり、一般臨床医は、医師の裁量に基づいた臨床判断を
行い、診療ガイドラインを利用することが望まれる。

●1999年10月 日本医師会雑誌臨時増刊号「感染症の診断・治療「感染症の診断・治療
ガイドライン」ガイドライン」（監修：日本医師会感染症危機管理対策室・厚労
省）→2004年12月改訂「同ガイドライン「同ガイドライン20042004」」

●2005年3月 日本医師会・日本医療機能評価機構 共催
講演会「生涯教育のための診療ガイドラインについて」「生涯教育のための診療ガイドラインについて」

●2007年4月～2008年4月
日本医師会雑誌連載““MindsMinds CPGCPG レビューレビュー””

(例）19年5月号 宮本昭正東大名誉教授による
「気管支喘息診療ガイドラインレビュー」



7

日本医師会生涯教育制度のボトムアップによる日本医師会生涯教育制度のボトムアップによる
「かかりつけの医師」の資質向上「かかりつけの医師」の資質向上

2007年8月日本医師会「グランドデザイン2007 各論」より

◆日本医師会は、何でも相談できるうえ、最新の医療情報を熟知
して、必要なときには専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で
頼りになる「地域医療、保健、福祉を担う幅広い能力を有する医
師」が求められていると認識している。そして、日医生涯教育推進
委員会では、2007年度中に、日医生涯教育カリキュラムの改訂を
行い、総合的な能力を有する医師の要件についてとりまとめる予
定である。

19.10.28 第１１７回日本医師会臨時代議員会における会員の質問に

対する唐澤会長答弁より

◆われわれの手により、医師の生涯研修、医師の医療レベルを
支えていくシステムをもちたい。これは決して行政側の関与するこ
とではない。

7



8

生涯教育に関する、現在の日本医師会の
会議・委員会と諮問事項（Ｈ18-19年度）

◇学術推進会議

諮問「かかりつけ医の質の担保について

－日医認定かかりつけ医(仮)の検討－」

◇生涯教育推進委員会

諮問「日医生涯教育制度の有効性について」

生涯教育制度の目標設定→生涯教育カリキュラムの

見直し・改訂作業



9

総合医(仮称）カリキュラム案の作成

●ワーキンググループによる改訂作業：日本医師
会生涯教育推進委員会委員と三学会(日本プライマ
リケア学会、総合診療医学会、家庭医療学会）との共
同作業。会議には関連学会・医会等がオブザーバー
として参加。

●カリキュラムの一般目標(案）：頻度の高い疾病と
傷害、予防、保健と福祉など、健康にかかわる幅広
い問題について、わが国の医療体制の中で適切な初
期対応と必要に応じた継続医療を全人的視点から提
供できる総合医としての態度、知識、技能を身につけ
る。
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臨床問題の解決のプロセス

（１）適切な病歴聴取ができる。

（２）病歴を踏まえて必要な身体診察ができる。

（３）病歴と身体所見に基づいて考えられた病気の可能
性(検査前確率）を考慮し、適切な検査を選択できる。

（４）検査結果を踏まえて、可能性の高いものから鑑別
診断を列挙できる。

（５）治療についての優先順位をつけることができる。

（６）専門医に紹介すべきか否かを適切に判断できる。

（７）自院で診療を継続する場合にはエビデンスに基づ
いた標準的なマネージメントができる。
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糖尿病治療ガイド糖尿病治療ガイド糖尿病治療ガイド

（８６ページ）
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糖尿病治療の

エッセンス

糖尿病治療の糖尿病治療の

エッセンスエッセンス

（１６ページ）
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日本医師会雑誌 新企画

日医生涯教育協力講座「カラー図説」日医生涯教育協力講座「カラー図説」

企画のねらい企画のねらい

・ある病態に対する最適な診療法を、診療ガイドラインの形で明ら
かにし，医療の質の向上を図る試みは１９８０年代より盛んになっ
た。８０年代後半からはEBMの手法に基づくガイドラインが多くを
占めており、各ガイドラインを臨床の場でどう生かすかが課題と
なっている。

・そこで，各種ガイドラインをいかに上手に使うべきかをテーマに，
日々臨床に携わる実地医家の先生へ向けて，作成に携わった先
生方から各ガイドラインを解説していただくシリーズを掲載したい。

協賛会社「第一三共株式会社」からの企画申込み
テーマ：STHETHOSCOPE「診療ガイドラインをガイドする」
監 修：矢崎義雄先生

日医学術企画委員会で検討した結果、本年5月号から隔月で連載



篠原幸人先生脳卒中治療のガイドラインをガイドする2009年7月号

西間三馨先生アレルギー疾患診断・治療のガイドラインをガイド
する

2009年5月号

河野茂先生成人市中肺炎診療のガイドラインをガイドする2009年3月号

宮本昭正先生喘息治療のガイドラインをガイドする2009年1月号

春日雅人先生糖尿病診療のガイドラインをガイドする2008年11月号

大島伸一先生前立腺肥大症のガイドラインをガイドする2008年9月号

寺本民生先生動脈硬化性疾患のガイドラインをガイドする2008年7月号

猿田享男先生高血圧治療のガイドラインをガイドする2008年5月号

執筆者候補タイトル掲載号

STHETHOSCOPESTHETHOSCOPE：診療ガイドラインをガイドする：診療ガイドラインをガイドする
（日医雑誌掲載予定）

実地医家を代表する方をインタビュアーにお願いし、対談形式として掲載する予定
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結結 語語

ガイドラインは、すこぶる大切で、日常診療に際立っ
て役立っているが、

１．ガイドラインを作れば、こと足りるという考え(風潮）
はいましめるべきと考える。

２．専門外で不得手な領域ほど簡単なガイドラインが
必要と思われる（まず手はじめに！）。

３．ガイドラインをガイドするようなことは、基本的には
したくない。ガイドラインは本格的なものと、入門的なも
のの２種類くらいでよいのではないか。



ご清聴ありがとうございました

日日 本本 医医 師師 会会



医師初期臨床研修における活用

東京医科大学病院 総合診療科

大滝純司

財団法人日本医療機能評価機構
第６回 EBM研究フォーラム

シンポジウム
「日常診療に役立つ診療ガイドラインを目指して」



内容概略

東京医大病院の外来研修

東京医大病院

総合診療科

外来研修

診療現場での情報検索

研修医の外来診療に対する非医療者の意識

調査結果









東京医大病院東京医大病院



新宿駅

西新宿駅

東京都庁

東京医大病院東京医大病院



東京医科大学病院

西新宿駅

地下鉄 ○丸の内線の出口が病院の敷地内にあって便利！！



場 所： 東京都新宿区西新宿

病床数： 1091床

外来患者数：約2800名/日
交 通： 地下鉄丸ノ内線 西新宿駅目の前

患者層： 多様

丸ノ内線や中央線などの沿線住民

西新宿オフィス街の勤労者

旅行者 路上生活者(施設収容中)
犯罪者(新宿警察署) 歌舞伎町関係 etc

東京医大病院



社会的使命社会的使命
「適切なプライマリ・ケアをあらゆる人に「適切なプライマリ・ケアをあらゆる人に
提供することに貢献する」提供することに貢献する」

活動目標活動目標
「東京都心にプライマリ・ケア教育の拠点「東京都心にプライマリ・ケア教育の拠点
を作る」を作る」

総合診療科



外来診療
紹介状をもたない内科系の患者
特定の臓器別診療科宛でない紹介患者
総合診療科宛の紹介患者
感冒や虫垂炎、心内膜炎、髄膜炎、
うつ病から不明熱まで多彩

入院診療入院診療
肺炎肺炎、、腎盂腎炎腎盂腎炎、、無菌性髄膜炎無菌性髄膜炎、、腸炎腸炎、熱中症、、熱中症、
不明熱不明熱、病態が特定できない症例、病態が特定できない症例 などなど

総合診療科の診療







初期研修医
必修1年目：1ヶ月間
選択1～2年：1～3ヶ月間

内科系後期研修医
必修3年目：2ヶ月間

総合診療科の後期研修医

その他
生涯教育

総合診療科での研修



0

10

20

30

40

50

60

人

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

月

総合診療科　2006年　1日平均来院患者数

ＰＭ

ＡＭ

（時間外を除く）



呼吸器

消化器

泌尿器

神経
その他

消化器系

神経系

その他

感
染
症

平成18年5～12月 総合診療科 入院患者 主要診断名 内訳

計131名

多彩な疾患がみられま
す。市中肺炎、急性腸炎、
腎盂腎炎、髄膜炎、伝染
性単核球症といった感染
症が66％を占めます。そ
の他にはアレルギー、中
毒、横紋筋融解症などが
みられます。



院内研修会医局会
18:00

勉強会検討会検討会17:30
外来ミーティング

17:00

外来カンファレンス（於：医局）16:30

16:00

隔週

BSL(医療面接)
外来または病棟外来または病棟外来または病棟外来または病棟

13:00

ランチョンセミナー
12:00

外来または病棟外来または病棟外来または病棟外来または病棟外来または病棟外来または病棟

8:30

総合診療科外来に集合8:30

当直からの報告とフィードバック
7：45～ モーニン
グセミナー

当直からの報告とフィードバック8:00

土金木水火月

総合診療科週間予定表



外来研修

スタッフに報告スタッフに報告一人で可一人で可後期研修医

２ヶ月目

スタッフの

チェック

スタッフの

チェック

一人で可一人で可後期研修医

１ヶ月目

スタッフの

チェック

後期かスタッフと後期と一緒に一人で可初期研修医

治療計画検査計画身体診察面接



時間外外来

午後5時～午前８時半と休日

患者数：50～60人／日

全科対応

一次救急と二次救急

内科系：「総合診療科当直」が診療

その他の科：各科の当直が診療

昼の「総合診療科外来」

→「休日・夜間時間外外来」に



内科系：「総合診療科当直」の体制

４人×２チーム・・・3～4時間ごとの2交代制

チームの構成

初期研修医２名： 面接･診察･採血など

後期研修医１名： 1st call 研修医を指導など

上級医１名： 監督 他科への依頼など































診療現場での情報検索

スタッフに相談

書籍を参照

インターネットで検索

Google / Yahoo
UpToDate
PubMed
図書館(オンライン)



第39回日本医学教育学会大会(盛岡)
一般住民の医学教育に対する認識に関する研究１

研修医による診療への受容度

高屋敷 明由美

福士 元春

大野 毎子

松村 真司

大滝 純司



方法

研究デザイン: 横断調査

調査方法： インターネット調査

対象: 

医療従事者を除く２０歳～６９歳までの成人

年齢階級と性で層別→3000人を無作為抽出

調査期間: 

2006年9月22日から6日間



結果 研修医による診療の受容度

73.8

14.9

35.9

0% 25% 50% 75% 100%

C健康診断書

B腹痛（救急）

Ａ風邪様症状

研修医が担当してもかまわない あまり担当してほしくない 担当してほしくない

n = 3093

Ｑ あなたは、医学部を卒業したばかりの研修医（以下、研修医）が、この場面で

あなたの診療を担当することについて、どのように思われますか。

％

％

％



結果
研修医による診療経験有無別の受容度

73.1

14.0

35.9

76.8

18.3

39.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Ｃ：健康診断書

Ｂ：腹痛（救急）

Ａ：風邪様症状

なし/分からない あり

(%)
N=3093

P<0.05（χ2検定）

研修医に診療を担当してもらってもかまわないと
回答した割合（％）



研修医から診療を受
（「とても重要で

28.929.9

42.4
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研修医から診療を受けるときに重視する項目

(「とても重要である」と回答した人の割合)

(インターネット調査: 回答者数3,093人)

虫垂炎疑い

風邪様症状
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初期臨床研修

http://www.plamed.co.jp/activity/research/r060008/



医師について知りたい情報

過去の医療ミスの有無

過去の医療ミスの内容

同じ病気を診療した経験の有無

同じ病気を診療した経験の量

専門医の資格

患者からの評判

医師になってからの年数

出身大学



医師国家試験に実技試験は含まれてい
ると思うか

思う 思わない



医師国家試験に実技試験は

必要と思うか
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http://www.plamed.co.jp/activity/research/r060008/

医師国家試験で重要と思う内容



全て国や行政全て受験者 半分ずつ

大半を受験者 大半を国や行政

実技試験の費用は誰が

負担すべきと思うか



まとめ

外来研修での実例を紹介

診療の中で利用できる工夫を

指導体制の充実と支援が重要

医師や医療の質の保証が求められている

患者も納得できるガイドラインを



Department of Community and Family Medicine, Fukushima Medical University: R Kassai 2008

財団法人日本医療機能評価機構
第６回 ＥＢＭ研究フォーラム

２００８年２月２日
日本医師会館大講堂

公立大学法人 福島県立医科大学 医学部

地域・家庭医療部

教授 葛西龍樹

シンポジウム
「日常診療に役立つ診療ガイドラインを目指して」

プライマリ・ケアにおける活用



Department of Community and Family Medicine, Fukushima Medical University: R Kassai 2008

質が高くより公平で国民の期待に応える医療
供給体制の構築は全世界的な要請であり、特
に限りある財源や人的・物的資源の有効活用
という点で効果的な医療システムを運営して行
くことは国民の健康を維持・促進するために重
要である。

プライマリ・ケア再考

[WHO (2000) The World Health Report 2000., 葛西、富塚（2008）日本医事新報]
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質が高くより公平で国民の期待に応える医療
供給体制の構築は全世界的な要請であり、特
に限りある財源や人的・物的資源の有効活用
という点で効果的な医療システムを運営して行
くことは国民の健康を維持・促進するために重
要である。

プライマリ・ケア再考

[WHO (2000) The World Health Report 2000., 葛西、富塚（2008）日本医事新報]



Department of Community and Family Medicine, Fukushima Medical University: R Kassai 2008

効果的な医療供給という点においては、死亡
率の低下や予防的医療の利用の向上、収入
格差にともなう健康格差の是正に対する処方
箋として、良く訓練されたプライマリ・ケア専門
医による診療が貢献することが示されている。

プライマリ・ケア再考

[Starfield B, et al. (2005) The Milbank Quarterly., 葛西、富塚（2008）日本医事新報]
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効果的な医療供給という点においては、死亡
率の低下や予防的医療の利用の向上、収入
格差にともなう健康格差の是正に対する処方
箋として、良く訓練されたプライマリ・ケア専門
医による診療が貢献することが示されている。

プライマリ・ケア再考

[Starfield B, et al. (2005) The Milbank Quarterly., 葛西、富塚（2008）日本医事新報]
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プライマリ・ケア再考

Declaration of Alma-Ata
International Conference on Primary Health Care, 
Alma-Ata, USSR, 6-12 September 1978

http://a-youme.jp/jafm2008/ から原文をお読みいただけます。



Department of Community and Family Medicine, Fukushima Medical University: R Kassai 2008

Primary health care is essential health care based on practical,
scientifically sound and socially acceptable methods and technology 
made universally accessible to individuals and families in the 
community through their full participation and at a cost that the 
community and country can afford to maintain at every stage of their 
development in the spirit of self-reliance and self-determination. It 
forms an integral part both of the country's health system, of which it 
is the central function and main focus, and of the overall social and 
economic development of the community. It is the first level of contact 
of individuals, the family and community with the national health 
system bringing health care as close as possible to where people live 
and work, and constitutes the first element of a continuing health care 
process.

Primary Health Care
from Declaration of Alma-Ata
International Conference on Primary Health Care, Alma-Ata, USSR, 6-12 September 1978
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Primary health care is essential health care based on practical, 
scientifically sound and socially acceptable methods and technology 
made universally accessible to individuals and families in the 
community through their full participation and at a cost that the 
community and country can afford to maintain at every stage of their 
development in the spirit of self-reliance and self-determination. It 
forms an integral part both of the country's health system, of which it 
is the central function and main focus, and of the overall social and 
economic development of the community. It is the first level of contact 
of individuals, the family and community with the national health 
system bringing health care as close as possible to where people live 
and work, and constitutes the first element of a continuing health care 
process.

Primary Health Care
from Declaration of Alma-Ata
International Conference on Primary Health Care, Alma-Ata, USSR, 6-12 September 1978



医療における２つの進め方

The specialistspecialist way
and

The generalistgeneralist way

Department of Community and Family Medicine, Fukushima Medical University: R Kassai 2008

[Neighbour R (2007) Family Medicine: the speciality of community generalism.]



スペシャリストの進め方

この病歴は、自分たちが知っている医学の知識に
どのようにあてはまるだろう？

可能性のある診断は？

鑑別診断のためにさらに聞くべき質問は？

次に何をする？どんな検査をオーダーする？

その検査の結果が陰性だったり、はっきり結論が
でなかったら？

Department of Community and Family Medicine, Fukushima Medical University: R Kassai 2008

[Neighbour R (2007) Family Medicine: the speciality of community generalism.]



ジェネラリストの進め方

この病気の苦しみは、患者の人生の大きな絵の中に
どのようにあてはまるのだろう？

生物医学的な問題に加えて、他にこれを説明できる
ものはないだろうか？

作り話？無理強いされている？病者の役割？家族
内の人間関係？

この話が意味を持つ物語を考えれるか？

それ以外に訊ねたいことは？

Department of Community and Family Medicine, Fukushima Medical University: R Kassai 2008

[Neighbour R (2007) Family Medicine: the speciality of community generalism.]



スペシャリストとジェネラリスト

スペシャリスト

ジェネラリスト

Specialist Way

Generalist Way

Department of Community and Family Medicine, Fukushima Medical University: R Kassai 2008



スペシャリストとジェネラリスト

スペシャリスト

ジェネラリスト

Specialist Way

Generalist Way

Department of Community and Family Medicine, Fukushima Medical University: R Kassai 2008



医療の利用者には

医療があまりにも
分らない

（診断、治療、費用、
害、時間、予後・・・）

医療者には

利用者のことが
分かっていない

（家族、仕事、生活、
希望、恐れ・・・）

Department of Community and Family Medicine, Fukushima Medical University: R Kassai 2008

情報の非対称性：Health literacyのギャップ

利用者の真の代理人が必要



病歴・診察
検査

解釈・期待
感情・影響

病気

患者中心の医療の方法
Patient-centered clinical method
(Stewart M, Brown JB, Weston WW, McWhinney IR, McWilliam CL, Freeman TR. 2003)

てがかり・きっかけ

(1)疾患と病気の経験両方を探る (2)地域・家族を含め全人的に理解する

(3)
共通の理解基盤

を見出す

(5)患者-医師関係を強化する

(4)診療に予防
健康増進を
取り入れる

(6)実際に
実行可能
であること

問題・ゴール・役割

相互意志決定

疾患

病気

疾患
人間

Proximal context
Distal contextEBM NBM

DCFM,FMU: R Kassai 2008



Department of Community and Family Medicine, Fukushima Medical University: R Kassai 2008

プライマリ・ケアにおけるEBMの実践

目の前の患者からスタートしよう

判断の根拠を考えよう

バックグラウンドの知識を確認しよう

ツール（２次資料）を賢く使おう

NBMも実践しよう

利用者と専門家の「かけ橋」になろう



Department of Community and Family Medicine, Fukushima Medical University: R Kassai 2008

プライマリ・ケアにおける診療ガイドライン

いつでも使える

どこでも使える

何にでも使える

誰でも使える



Department of Community and Family Medicine, Fukushima Medical University: R Kassai 2008

BMJ-FMU Conjoint Conference 
on Primary Care Research
30th May – 1st June 2008 



Prof Chris van Weel （WONCA会長、オランダ）

Prof Chris Del Mar （Bond大学医学部長、オーストラリア）

Prof Walter Rosser （WONCA研究ワーキンググループ代表、カナダ）

Prof Domhnall MacAuley （BMJプライマリ・ケア部門編集長、英国）

Prof Goh Lee Gan （WONCAアジア太平洋地域前会長、シンガポール）

Prof Cindy Lam （香港大学家庭医療科主任、中国）

リサーチ・シンポジウム
「家庭医療の研究に取り組もう～わたしたちのケアの質向上のために～」

リサーチ・ワークショップ

初級「診療からリサーチ・クエスチョンへ」

中級「リサーチ・クエスチョンから研究へ」

上級「研究から論文出版へ」

公開シンポジウム
「リサーチと世界の家庭医療」

Department of Community and Family Medicine, Fukushima Medical University: R Kassai 2008

BMJ-FMU Conjoint Conference  on Primary Care Research
2008年5月30日：福島県立医科大学、5月31日～6月1日：東京大学

http://a-youme.jp/jafm2008/
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シンポジウム
「日常診療に役立つ診療ガイドラインを目指して」

専門医における活用

帝京大学医学部外科 准教授

評価機構医療情報事業部長

吉田 雅博

第6回 EBM研究フォーラム
2008.2.2. 東京
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診療ガイドラインは、一般臨床医を対象に
作成されている場合が多い。

診療ガイドラインには、
信用できる情報（エビデンス）が、もれなく整備されている

専門医から見た診療ガイドライン利用目的は、
研究、診療、教育に広く関係。
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専門医から見た診療ガイドライン利用目的

1.研究

実験計画・臨床研究の立案、論文作成
2.診療

・各自の個人的医療情報の確認
・研究的治療と標準的診療の線引き
・他疾患診療領域の情報収集
・患者家族への説明資料

3.教育

臨床教育、授業・試験内容の情報源

よ

有用性の検討：利用目的別
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専門医から見た診療ガイドライン利用目的

1.研究

実験計画・臨床研究の立案、論文作成
2.診療

・各自の個人的医療情報の確認
・研究的治療と標準的診療の線引き
・他疾患診療領域の情報収集
・患者家族への説明資料

3.教育

臨床教育、授業・試験内容の情報源

有用性の検討：利用目的別
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1.研究分野

実験計画・臨床研究の立案方法

すでに行なわれている研究 → 発展させる研究
未開発の分野 → 新たな研究計画

ガイドラインによっては、
Research Recommendationとして明確に研究を推奨しているものもある。

診療ガイドラインには重要なエビデンスが網羅されている
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1.研究分野

急性膵炎診療ガイドライン

第VIII章 急性膵炎の治療
9 蛋白分解酵素阻害薬・抗菌薬持続動注療法

壊死性膵炎における蛋白分解酵素阻害薬・抗菌薬持続動注療法:推奨度C
蛋白分解酵素阻害薬(nafamostat mesilate)・抗菌薬(imipenem)持続動注療法は、

壊死性膵炎の死亡率および感染合併率を低下させる可能性がある。

例 1

膵組織への蛋白分解酵素阻害薬・抗菌薬持続動注は点滴静注に比し、これらの
薬剤の膵組織濃度を高めることができるため、膵組織の炎症進展と感染性膵壊
死を抑制することが期待できる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本療法は壊死性膵炎に対して適応とされるが、その有効性を証明するた
めにはRCTによるさらなる評価が必要と思われる。 現時点の保険診
療上では認可されていない ・・・・・・・
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1.研究分野

膵癌診療ガイドライン

CQ4 外科的治療法

CQ4-2 膵頭部癌に対しての膵頭十二脂腸切除において胃を温存する意義はあるか?

推奨膵頭部癌に対する膵頭十二指腸切除において胃温存による術後合併症の低下，QOL，
術後膵機能，栄養状態の改善は明らかではない（グレードC）。

膵頭部癌に対する膵頭十二指腸切除において胃温存による生存率低下はない（グレードB）。

例 2

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【明日への提言】
PPPDとPDの検討は膵頭部癌や乳頭部癌を広く含んだ癌を対象としたものが多く，
早期や長期の合併症，QOLの検討もその定義が論文で異なる。根治性の検討に

おいても長期観察したものは少ない。膵頭部癌にのみ絞り，術後早期や
長期の合併症，予後についての詳細なRCTの検討が望まれる。
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専門医から見た診療ガイドライン利用目的

1.研究

実験計画・臨床研究の立案、論文作成
2.診療

・各自の個人的医療情報の確認
・研究的治療と標準的診療の線引き
・他疾患診療領域の情報収集
・患者家族への説明資料

3.教育

臨床教育、授業・試験内容の情報源

有用性の検討：利用目的別
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1）各自の現在の医療情報の確認
2）研究的治療と標準的診療の線引き

中立的な治療説明

研究者は自分の専門分野に精通するあまり、疾患の中でも
特に、ごく限られたものだけに極めて詳しくなります。

2.診療分野

専門の治療
研究段階の治療

得意な治療
広めたい治療

標準的な治療

診療ガイドラインでは
エビデンスが
吟味されている

標準的な治療
公平な情報提供
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3）他疾患（自分の専門以外）診療領域の情報収集

2.診療分野

専門医は特に、専門領域に詳しいことは確かですが、
それ以外の領域については、診療ガイドラインを利用している。

循環器（心臓）内科の専門医が、集中治療室で治療していたら
患者が腹痛を訴えている。

研修医時代の知識では、胃潰瘍か胆嚢炎か急性膵炎ではないか？

診療ガイドラインを参考にする

例
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4）患者家族への説明

2.診療分野

ガイドラインによって説明すべき範囲を整理し、
「患者への必要十分な情報提供」が可能となる。

ガイドラインを説明資料の一つとすることも可能です。

• 得意な治療を説明する時間の割合が多くなる場合がある
• 専門用語をつい、使うことがある
• 自分はわかっていることを患者家族がわかっているとは限らない
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2.診療分野
急性胆管炎、胆嚢炎診療ガイドライン

第VIII章 急性胆管炎に対する各種ドレナージ手技

例

3. 内視鏡的胆道ドレナージ術の手技の実際
2）EST
(2)Precutting techniques
precuttingとは選択的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・胆管開口部をさぐる方法（図6） ・・・・・・・・・・

b.口側隆起を切開し胆管開口部を開放する。a.needle型sphincterotomeで開口部より口側方向に切開を開始する。

図6 Percutting techniques of EST with a needle type sphincterotome
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専門医から見た診療ガイドライン利用目的

1.研究

実験計画・臨床研究の立案、論文作成
2.診療

・各自の個人的医療情報の確認
・研究的治療と標準的診療の線引き
・他疾患診療領域の情報収集
・患者家族への説明資料

3.教育

臨床教育、授業・試験内容の情報源

有用性の検討：利用目的別
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臨床教育、授業・試験内容の情報源

3.教育分野

知識として習得すべき範囲
医療者として治療に用いるべき方法

患者家族に対して過不足ない説明をする範囲

• 病院において後輩の治療指導を行う
• 医療従事者や学生に対して、講義や授業を行なう
• 試験問題を作成する
• 診療マニュアル、クリニカルパスを作成する

専門医

診療ガイドラインには重要なエビデンスが網羅されている
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専門医から見た診療ガイドライン利用目的

1.研究

実験計画・臨床研究の立案、論文作成
2.診療

・各自の個人的医療情報の確認
・研究的治療と標準的診療の線引き
・他疾患診療領域の情報収集
・患者家族への説明資料

3.教育

臨床教育、授業・試験内容の情報源

有用性の検討：利用目的別

診療ガイドラインには、
信用できる情報（エビデンス）が、

系統的に整備されている
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