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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

ユーザー登録数約 ４万
 
人（2009年9月末）

（増加数1.0万人／１年）

インターネットを用いた医療情報提供事業

利用は全て無料





日本医療機能評価機構の事業

2）病院機能評価事業
 
（平成9年度より）

現在、日本の約2,500の病院（大学病院他）が認定を受けております。

4）産科医療保障推進事業（20年度より）

脳性小児麻痺の母子に対する保障事業

3）医療事故報告、安全支援センター総合支援事業（平成15年度より）

本邦の医療事故報告収集：
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、広報しています。

1）医療情報サービス事業【Minds】（平成15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、

臨床医向けに掲載

JCQHC. Minds, M. Yoshida



平成17年度完成予定
（計３疾患）

・急性胆道炎
・前立腺癌
・尿路結石

平成18年度完成予定
（計7疾患）

・大腸がん

 

・食道がん
・胆道がん

 

・膵臓がん
・卵巣がん

 

・腎がん
・皮膚がん

１１ ５

作る 伝える



Minds 事業
診療ガイドライン、ＥＢＭの普及

課題と取り組み

1. 使いやすい環境システム作り

インターネットの特性を利用したシステム

検索にヒットしやすい環境

2. ガイドライン内容の評価と掲載

科学的根拠に基づくガイドラインを評価選定し、インターネット掲載

3. ガイドライン出版後の情報提供
・

 
同一疾患での複数のガイドラインについてのレビュー

・

 
Cochran Review Abstract の日本語訳提供

・

 
ガイドライン出版後に報告されたRCTの情報提供

4. ガイドライン作成者、一般国民への情報提供

よりよい診療ガイドライン作成支援、ガイドラインの一般向けの解説作成
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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(９月末現在) ：１,３０７,９４８ 件

ユーザー登録総数(９月末現在) ：４３,５６９ 人

MindsMindsアクセス数アクセス数

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
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

5/7日本経済新聞夕刊

 

TOPアクセス数：3,266件

 

ユーザ登録：39件

 

5/18日本経済新聞朝刊

 

TOPアクセス数：3,767件

 

ユーザ登録：86件

SEO対策開始

9/30リニューアル

10/22日本経済新聞朝刊

3月ポスター・リーフレット送付

 

日本薬剤師協会

 

医・薬・看・福祉系大学図書館



Mindsの内容

ご利用はすべて無料



掲載疾患
 
61疾患
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医療提供者向け診療ガイドライン
 
58疾患



しかし、本当に役に立つガイドラインか？

「診療ガイドライン」という名称がつけられているもの
現在日本で 600種類以上出版

根拠に基づいた診療ガイドラインを選定し、情報提供

「根拠は確かなのか？」
「作成主体が当該疾患の中心的な診療団体であるか？」
「可能な限りエビデンスを提示しているか？」

Minds掲載ガイドライン(53領域)の位置づけ



診療ガイドラインとは、医療者と患者が特定の臨床状況で
適切な決断を下せるよう支援する目的で、
系統的な方法に則って作成された文章をいう

現在、国際的に標準的な方法とされている
「根拠に基づいた医療 evidence based medicine」

の手法に則って作成する



関係するすべての学会研究会が参加することが望ましい

関係するあらゆる領域の専門家が
参加することが望ましい
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医療者向け情報 MindsPLUS

Minds

PLUS

Minds
アブストラクト

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

コクラン・レビュー・
アブストラクト

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

トピックス
国内外で公表された最新の医学情報や

 レビューを提供

CPGレビュー
国内外の診療ガイドラインの比較や特徴など

 を紹介



Mindsアブストラクト（最新の論文の構造化抄録）
29疾患、1277件



コクラン・レビューアブストラクト
 

日本語訳
52疾患、1,081件



トピックス
 
24疾患、36件

国内外で公表された最新の医学情報やレビュー



CPGレビュー
 
29疾患、27件

国内外の同一領域の診療ガイドラインの比較や特徴などを紹介
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一般向けガイドライン
 
13疾患
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Minds 一般向けコンテンツの種類

ガイドライン解説

診療ガイドラインの推奨文内に
 ある医学用語を解説

疾患解説
病気についてのやさしい

解説

喘息、潰瘍性大腸炎、
肝癌、褥瘡、

小児急性中耳炎、
周産期ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ・

ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ

白内障、小児急性中耳炎、

周産期ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ・ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ

急性胆管炎・胆嚢炎・膵癌



質問文

推奨文

患者さん

 へのメッ

 セージ

用語解

 説



疾患解説

■目的■

患者、家族などの一般国民向けの病気の分かりやすい説明

■内容■

病気の原因や頻度、病気の発生する場所

病気の分類、症状、

検査と治療の種類など

■公開時期■

2009年より順次公開（10月現在6疾患）

Minds掲載ガイドラインで扱う疾患についての基本的な解説の作成



白内障の概要・目の解剖生理



日常生活上の注意点



最新追加情報の掲載について（１）



胃癌ガイドライン胃癌ガイドライン  
速報版を公開速報版を公開

ガイドラインに関する
 最新情報がありましたら

 お知らせください。



最新追加情報の掲載について（２）



潰瘍性大腸炎ガイドラインの追加項目潰瘍性大腸炎ガイドラインの追加項目
 「小児期潰瘍性大腸炎の特徴」を掲載「小児期潰瘍性大腸炎の特徴」を掲載



ガイドライン作成・改訂支援

1. ガイドライン作成方法

2. エビデンス抽出、構造化抄録作成
→

 
Mindsオンライン編集システム



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

MindsMinds事業のまとめ事業のまとめ

トピックス

疾患解説



minds マインズ検索 検索

ぜひ、ご利用ください



Mindsの使い方

日本医療機能評価機構, 東京女子医科大学 佐藤康仁



Mindsトップページ



Mindsスタンダードと
Mindsプロフェッショナルの違い1

Mindsのボトムコンテンツ

Mindsスタンダード 約36,000ページ

Mindsプロフェッショナル 約39,000ページ

内容はほぼ同じ（プロには過去ガイドライン掲載）

Mindsスタンダード

直感的に閲覧可能、操作は簡単

素早くボトムコンテンツに到達することができる

Mindsプロフェッショナル

コンテンツの関連を維持した閲覧

操作はやや複雑



Mindsスタンダードのボトムコンテンツ



Mindsプロフェッショナルのボトムコンテンツ



Mindsスタンダードと
Mindsプロフェッショナルの違い2

開発の経緯

Mindsプロフェッショナルの開発から

Mindsスタンダードの開発へ

（閲覧性の向上、Web検索で検索可能）

現在の利用状況

ページビューの98%以上がMindsスタンダード



Mindsのコンテンツ区分

医療提供者向け情報

診療ガイドライン
MindsPLUS Mindsアブストラクト

コクラン・レビュー・アブストラクト

トピックス

CPGレビュー

一般向け情報

診療ガイドライン
MindsPLUS ガイドライン解説

疾患解説



Mindsスタンダードの使い方



Mindsスタンダードの閲覧方法1
コンテンツ区分（ガイドライン、Mindsアブストラク

ト等）による絞り込み

疾患分類（脳神経、呼吸器、循環器等）による絞
り込み

疾患名による絞り込み

→ボトムコンテンツ目次へ

→ボトムコンテンツへ



Mindsトップページ



コンテンツ区分「トピックス」による絞り込み



疾患分類「がん」による絞り込み



疾患名「胃癌」による絞り込み



ボトムコンテンツ目次



ボトムコンテンツ



Mindsスタンダードの閲覧方法2
コンテンツ区分と疾患名の表による絞り込み

（掲載情報一覧）

→ボトムコンテンツ目次へ

→ボトムコンテンツへ

サイト内検索による絞り込み

→ボトムコンテンツ目次、ボトムコンテンツへ

→検索精度にやや問題あり（今後の検討課題）

疾患名+キーワードで検索すると

比較的良い結果



Mindsトップページ



掲載情報一覧



検索実行後



Mindsプロフェッショナルの使い方



Mindsプロフェッショナルの閲覧方法1
疾患名の選択（疾患単位でDB登録）

表から選ぶ（疾患名とコンテンツ区分の表）

図から選ぶ（人体図）

五十音から選ぶ



Mindsトップページ



表から選ぶ



図から選ぶ



五十音から選ぶ



コンテンツ区分の選択



コンテンツ絞り込み・表示画面



Mindsプロフェッショナルの閲覧方法2
参照の目次で絞り込み

→コンテンツ区分の選択

→ボトムコンテンツ

検索で絞り込み
AND OR検索、シソーラス展開、

属性による絞り込み（Mindsアブストラクト）、

Mindsキーワードによる検索、自然文検索、

同じ検索式で他DBの検索

参照と検索を組み合わせての絞り込み



参照の目次で絞り込み



検索で絞り込み1



検索で絞り込み2



参照と検索の組み合わせ



Mindsの新機能

マイメニューへの登録
（Mindsスタンダード）

PDF形式データの出力

（Mindsプロフェッショナル内のMindsPLUS）
RSS（Rich Site Summary）配信

（お知らせ更新時にデータ配信）

関連サービス、
ガイドライン作成（準備中）、ENGLISH（準備中）



マイメニューの使い方

Mindsユーザー登録後、ログイン

Mindsスタンダードのボトムページにて

「マイメニューに追加」ボタンをクリック

「マイメニュー」タブをクリックすることで一覧



ボトムページ



マイメニュー



該当ページ



マイメニューの使用事例

よく使うガイドラインの目次ページをマイメニュー
に登録

（マイメニュー登録の7割が目次ページ）



マイメニューの例



目次ページ



PDF出力の使い方

Mindsユーザー登録後、ログイン

MindsプロフェッショナルのMindsPLUSボトム
ページにて「PDF出力一覧に追加」ボタンをクリッ

ク

「PDF一覧」ボタンをクリックすることで一覧

「印刷」をクリックすることでPDFファイルの表示

→印刷または保存



ボトムページ



PDF一覧



PDFファイル



よくある質問

ガイドラインをPDF出力したい

→MindsPLUS（Minds作成コンテンツ）のみ可能

ガイドライン（作成班作成コンテンツ）は不可能



Mindsユーザー登録のメリット

マイメニューへのページ登録

PDF形式によるデータの保存

検索履歴の保存（Mindsプロフェッショナル内、50件まで）

メール配信（Mindsからのお知らせ、月2回程度）

双方向サービスの利用

（Mindsプロフェッショナル内

医療提供者向け情報「診療質問」「ケースレポート」

一般向け情報「体験募集」）

自動ログイン（90日間ログイン状態の保持）



Mindsユーザー登録の方法

「MindsIDの取得はこちら」ボタンより登録

登録項目
ID、パスワード、メールアドレス、メール配信の希望、

生年月、性別、ユーザータイプ（一般 or 医療関係者）

一般：利用目的、仕事をしているか、

お住まいの地域、Mindsを何で知ったか

医療関係者：職種、勤務形態、診療科、

診療形態、臨床経験年数、勤務地、

Mindsを何で知ったか



Mindsユーザー登録入口



Mindsユーザー登録画面（共通）



Mindsユーザー登録画面（一般）



Mindsユーザー登録画面（医療関係者）



Mindsの使い方



Mindsの使い方



http://minds.jcqhc.or.jp/



Department of Community and Family Medicine, Fukushima Medical University: R Kassai 2009

地域・家庭医療部

教授 葛西龍樹

第７回 Minds セミナー 「Minds の活用の仕方」

２００９年１０月２４日
主催：財団法人 日本医療機能評価機構

開催場所：仙台サンプラザ

Mindsのコンテンツを役立てる方法

臨床におけるMindsの活用



Department of Community and Family Medicine, Fukushima Medical University: R Kassai 2009

福島医大の地域・家庭医療教育

１学年 臨床医学セミナー 講義（全員） ９０分×１回

１学年 医学セミナー グループワーク（選択） 助言・現場訪問

２学年 コミュニケーションと
イルネス・ナラティブ

講義（全員） ９０分×４回

４学年 地域・家庭医療学 講義（全員） ９０分×１０回

５学年 医療入門 講義（全員） ９０分×１回

５学年 ＰＢＬプライマリ・コース 実習（全員） １日

６学年 ＰＢＬアドバンスト・コース 実習（選択） ２～４週間

初期研修 地域保健・医療 複合モジュール（選択） １～８カ月

後期研修 家庭医療学専門医コース 複合モジュール（選択） ４年間

大学院博士課程 地域・家庭医療学特論・演習 複合モジュール（選択） ６単位

大学院博士課程 総合人間学特論・演習 複合モジュール（必修） ９０分×１０回

生涯教育 実践家庭医塾 複合モジュール（自由） ６０分×１０回



Department of Community and Family Medicine, Fukushima Medical University: R Kassai 2009

福島医大の地域・家庭医療教育

１学年 臨床医学セミナー 講義（全員） ９０分×１回

１学年 医学セミナー グループワーク（選択） 助言・現場訪問

２学年 コミュニケーションと
イルネス・ナラティブ

講義（全員） ９０分×４回

４学年 地域・家庭医療学 講義（全員） ９０分×１０回

５学年 医療入門 講義（全員） ９０分×１回

５学年 ＰＢＬプライマリ・コース 実習（全員） １日

６学年 ＰＢＬアドバンスト・コース 実習（選択） ２～４週間

初期研修 地域保健・医療 複合モジュール（選択） １～８カ月

後期研修 家庭医療学専門医コース 複合モジュール（選択） ４年間

大学院博士課程 地域・家庭医療学特論・演習 複合モジュール（選択） ６単位

大学院博士課程 総合人間学特論・演習 複合モジュール（必修） ９０分×１０回

生涯教育 実践家庭医塾 複合モジュール（自由） ６０分×１０回



PBL（症例）

原田保夫さん 55歳 男性

今年の4月22日に実施された職場の健康検診で
血圧が152/90あり、「要精査」の判定を受け、保

原中央クリニック家庭医療科を受診した。

Department of Community and Family Medicine, Fukushima Medical University: R Kassai 2009



PBL（シーン１）

家庭医「おはようございます。原田保夫さんで す

ね。今日担当する家庭医の○○です。よろしくお
願いします。」

原田さん「いやあ、健診でひっかかっちゃってね
ー」

この後に続けてロールプレイをしてみよう

Department of Community and Family Medicine, Fukushima Medical University: R Kassai 2009



PBL（情報検索）

原田保夫さんの診療を進めるにあたって必要な
情報を探してみよう

病歴、身体所見、検査、治療、フォローアップ、
予防、の各項目について情報を集めよう

この部屋にある書籍、インターネットが使用できます

Department of Community and Family Medicine, Fukushima Medical University: R Kassai 2009



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



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



Department of Community and Family Medicine, Fukushima Medical University: R Kassai 2009

Case 1

11歳女児が救急外来を受診しました。咳と昨日
からの発熱（39.8℃）そして全身の関節痛を訴え

ています。

この時点でのインフルエンザの可能性を見積も
りましょう。

まずは各自で見積もってみましょう。

次に隣同士で相談してみましょう。

今見積もった値が「事前確率」です。



Department of Community and Family Medicine, Fukushima Medical University: R Kassai 2009

How accurate is the history and physical 
examination in the diagnosis of influenza? 

Symptoms useful to rule-in influenza: 
rigors ([LR+] = 7.2);
fever and onset of symptoms less than 3 days before office 
visit ([LR+] = 4.0)
sweating ([LR+] = 3.0).

Symptoms helpful to rule-out influenza:
no systemic symptoms ( [LR-] = 0.36)
absence of coughing ([LR-] = 0.38)
being able to cope with daily activities ([LR-] = 0.39)
not needing to be confined to bed ([LR-] = 0.50).



Department of Community and Family Medicine, Fukushima Medical University: R Kassai 2009

陽性尤度比
Positive Likelihood Ratio (LR+)

ある所見（病歴、身体診察、検査）があると疾患

を持つ可能性がどれほど高くなるか

陽性尤度比 = 感度 / （1-特異度）

事前オッズ ｘ 尤度比 = 事後オッズ

ベイズの定理！ １次関数！



Department of Community and Family Medicine, Fukushima Medical University: R Kassai 2009

How accurate is the near patient testing of 
infulenza? 

Sensitivity 44% (95%CI: 32～58)
Specificity 97% (95% CI: 91～99)

LR+       14.2    (95%CI: 4.5～44.7)
LR- 0.58  (95%CI: 0.46～0.72)



Department of Community and Family Medicine, Fukushima Medical University: R Kassai 2006

ノモグラムを使おう

左の列が事前確率

真ん中が尤度比

2点を結んで

右の列との交点が事後確率
事前確率３％

尤度比 １４

事前確率を変化させて
事後確率の変化を見てみよう



ケース１ 石井 敦 さん 72歳
（家庭医：葛西）

家庭医：「はじめまして。家庭医の葛西です。今
日はどうしましたか？」

石井さん：「うちの家内のことで心配があるもん
で・・・」

家庭医：「そうですか。ご心配なんですね。もう少
し詳しくどんな様子なのかをお話ししてもらえま
すか」

石井さん：「 近何か変なことばかり言うんです
よ・・・」

Department of Community and Family Medicine, Fukushima Medical University: R Kassai 2009



ケース１ 石井 敦 さん 72歳
（家庭医：葛西）

このケースをどのように進めていくかのポイントを
リストアップして下さい。[５分間]
できあがったら隣同士で見て話し合って下さい。
[５分間]

Department of Community and Family Medicine, Fukushima Medical University: R Kassai 2009
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CPG（診療ガイドライン）レビュー

Minds（医療情報サービス）
http://minds.jcqhc.or.jp/index.aspx

ガイドライン
Mindsアブストラクト

コクラン・レビュー
CPGレビュー

トピックス



CPGレビュー：アルツハイマー型認知症

日本のCPG
「アルツハイマー型痴呆の診断・治療・ケアに関する
ガイドライン」 厚生労働科学研究班 2003年

「痴呆疾患治療ガイドライン」 日本神経学会 2002年

作成年代、メンバーが重複しており、ほとんど差異はな
い

国内でのエビデンスが示されていない

海外のCPGと実質的な違いがない

Donepezil投与量は海外の1/2量（5 mg/日）

[本間明： http://minds.jcqhc.or.jp/stc/0013/4/0013_G0000080_T0001126.html ]



CPGレビュー：アルツハイマー型認知症

カナダのCPG
Canadian Consensus Conference on Dementia 

[Can J Neurol Sci 2001; Suppl 1:S3-16]

投票での80％コンセンサスによる48の推奨

プライマリ・ケア医の役割が大きい

困難例は専門医へ紹介（例：治療抵抗性うつの合併）

日常診療で記憶障害と機能低下に注意を払う

一定の条件下でCTを推奨（MRIは上回る利点なし）

禁忌例以外はDonepezilを投与すべき

[本間明： http://minds.jcqhc.or.jp/stc/0013/4/0013_G0000080_T0001126.html ]



CPGレビュー：アルツハイマー型認知症

米国のCPG
Practice parameter (an evidence-based review): 
Report of the Quality Standards Subcommittee of 
the American Academy of Neurology

[Neurology 2000, 2001]

作成時点での 良のエビデンスを示し、4段階の推奨レベル

頭部単純CT/MRIを推奨

鑑別診断：うつ病の除外、VB12と甲状腺機能検査

軽～中等症の標準治療薬としてAChEIsを推奨

周辺症状、うつ病での薬物治療、ケア提供者への教育的介入

定期的排泄誘導、介護者への心理社会的介入、自動車運転

[本間明： http://minds.jcqhc.or.jp/stc/0013/4/0013_G0000080_T0001126.html ]



CPGレビュー：アルツハイマー型認知症

英国のCPG
National Clinical Practice Guideline
[National Institute for Health and Clinical Excellence 
2006 www.nice.org.uk/CG042 ]

現存する も詳細なガイドライン

家庭医や認知症に関わるすべての人を対象にしたガイドライ
ン

自立を促し、機能を維持するケアプランの評価項目

可逆性否定のため他に検査がなければ脳生検も推奨

頭部MRIを推奨、CTは代替手段

医療経済的観点からAChEIsのは適応は中等症に限定

緩和・終末期ケア、介護者の対応、療養環境、スタッフ教育
[本間明： http://minds.jcqhc.or.jp/stc/0013/4/0013_G0000080_T0001126.html ]



CPGレビュー：アルツハイマー型認知症

将来のCPGへの期待

医療面のみならず、保健・福祉・介護関係者・家族らが様々
な知識等を共通認識として持つためのものが好ましい

AChEIsの適応には国際的に差異があるが、今後統一見解

が望まれる

周辺症状への対応・転倒予防・ケアの提供方法など、医療
経済学的な視点を含めたエビデンスの集積が望まれる

認知症の合併身体疾患への対応に関する記載が望まれる

[本間明： http://minds.jcqhc.or.jp/stc/0013/4/0013_G0000080_T0001126.html ]



ケース３ 望月 亮 さん 35歳
（家庭医：葛西） 萌 ちゃん 4歳

Department of Community and Family Medicine, Fukushima Medical University: R Kassai 2009

家庭医：「あ、萌ちゃん、こんにちは。萌ちゃんの
お父さんですか。家庭医の石井です。はじめまし
て。今日はどうしましたか？」

お父さん：「萌が中耳炎になってしまって・・・」

家庭医：「そうですか。それは大変ですね。萌ちゃ
ん、大丈夫？」

萌ちゃん：「・・・」

家庭医：「お父さん、いつからどのような症状がで
てきたのか話してもらえますか。」



CPGレビュー：小児急性中耳炎

CPG利用対象者

日本耳学会などのCPGは耳鼻咽喉科医に限局

急性中耳炎の定義・診断
すべてのCPGで「急性発症の中耳炎症で中耳腔に液

が貯留」

すべてのCPGで中耳貯留液の同定、鼓膜所見あるい

は耳痛・不機嫌で中耳炎症を診断

日本耳学会などのCPGのみ、重症度スコアで3段階

危険因子（集団保育、家族の喫煙、兄弟）の確認

海外CPGでは危険因子を保護者に理解させるのを推

奨
[喜多村 健： http://minds.jcqhc.or.jp/stc/0040/4/0040_G0000134_T0001503.html ]



CPGレビュー：小児急性中耳炎

鎮痛薬の使用
すべてのCPGでacetaminophenあるいはibuprofenを

推奨

抗菌薬の使用
すべてのCPGで抗菌薬の非投与を推奨

非投与対象：「2歳以上で状態が良好」（5/7）

観察後48-72時間後改善なければ投与を推奨（4/7）

すべてのCPGで抗菌薬の第1選択はAMPC。改善無い
または重症例ではAMPC/CVA
投与期間は5日間が標準。重症例は10日間（2/7）

[喜多村 健： http://minds.jcqhc.or.jp/stc/0040/4/0040_G0000134_T0001503.html ]



CPGレビュー：小児急性中耳炎

鼓膜穿刺・切開

急性中耳炎の治癒に有効であるというエビデンス
は乏しい

米国小児科学会CPGは、抗菌薬無効例で起炎菌

同定目的に推奨

日本のCPGは、重症度と臨床経過に応じて推奨

[喜多村 健： http://minds.jcqhc.or.jp/stc/0040/4/0040_G0000134_T0001503.html ]



CPGレビュー：小児急性中耳炎

まとめ・今後の課題
国内外のCPGで推奨内容に大きな差はない

日本のCPGでは、保護者への対応についての推

奨が不十分である

難治性中耳炎についての推奨が不十分である

鼓膜切開のランダム化比較試験が必要である

[喜多村 健： http://minds.jcqhc.or.jp/stc/0040/4/0040_G0000134_T0001503.html ]



小児急性中耳炎の診断（症状）

LR+: positive likelihood ratio
LR-: negative likelihood ratio
CI: confidence interval

[JAMA (2008) The Rational Clinical Examination: Evidence-based Clinical Diagnosis.]

Symptoms LR+ (95% CI)
or Range

LR- (95% CI)
or Range

Parental suspicion of 
otitis media

3.4 (2.8-4.2) 0.4 (0.3-0.5)

Ear rubbing 3.3 (2.1-5.1) 0.7 (0.6-0.8)

Ear pain 3.0-7.3 0.4-0.6



小児急性中耳炎の診断（所見）

LR+: positive    
likelihood ratio

CI: confidence 
interval

•Assessed with   
pneumatic otoscopy

[JAMA (2008) The Rational Clinical Examination: Evidence-based Clinical Diagnosis.]

Signs LR+ (95% CI)
Tympanic membrane color

Cloudy 34 (28-42)
Distinctly red 8.4 (6.7-11)
Slightly red 1.4 (1.1-1.8)
Normal 0.20 (0.19-0.21)

Tympanic membrane mobility*
Distinctly impaired 31 (26-37)
Slightly impaired 4.0 (3.4-4.7)
Normal 0.20 (0.19-0.21)

Tympanic membrane position
Bulging 51 (36-73)
Retracted 3.5 (2.9-4.2)
Normal 0.5 (0.49-0.51)



Pain at 24 hours

Cochrane library:     Glasziou, Del Mar, Sanders 2004



Pain at 2-7 days

Cochrane library:     Glasziou, Del Mar, Sanders 2004



the risk of pain at 2-7 days in children treated with 
acute otitis media

Clinical Thinking
Evidence, Communication and Decision Making

Chapter  6
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What are the effects of treatment for 
AOM in children?

[Clinical Evidence. Web publication date: 01 Aug 2007 (based on January 2007 search)] 

Likely to be beneficial ・Analgesics
Trade off between
benefits and harms

・Antibiotics (reduce symptoms more 
quickly than placebo but increase 
adverse effct)

・Choice of antibiotic regimen

・Immediate compared with delayed 
antibiotic treatment

・Longer course of antibiotics 
(reduce treatment failure in the short 
term but not the long term)

Likely to be ineffective or 
harmful

・Myringotomy



What are the effects of interventions 
to prevent recurrence of AOM in 
children?

[Clinical Evidence. Web publication date: 01 Aug 2007 (based on January 2007 search)] 

Trade off between 
benefits and harms

・Antibiotic prophylaxis (long 
term)

Unlikely to be beneficial ・Vaccination (pneumococcal)

Likely to be ineffective or 
harmful

・Tympanostomy (ventilation tubes)



Best Practice 
Update December 2008









医学情報科学連携 - 福島会津地域医療モデル

「先端情報科学によるユビキタス地域医療システム」
Ubiquitous Regional Medicine Education system by Advanced Information 

Science 
福島県立医科大学 Prime: Fukushima Medical Univ. 会津大学 Partner: UoA

医学と情報科学の連携(Mical & Inf Sci.)により、質の高い地域医療を実行する環境を構築するとともに、医
学・医療の先進化に貢献できる研究者、教育者、情報科学技術者（IT人材）を養成する。 先進IT技術によって
次世代携帯端末による現場学習環境( GEMBA learning environment using advanced mobile phone)を構
築し、地域総合医療の新教育カリキュラム 、および医療・情報科学リテラシー教育を組み合わせた一連のユビ

キタスシステムを確立する。地域で学び、地域で研究し、地域で教えることが魅力あるキャリアとして学生に理
解できるよう、地域の現場を総合的な教育の場とする。サービスサイエンスも適用し、地域医療のニーズに対し
てIT利活用を促進し、地域のIT企業、医療産業との協業によって地域産業の活性化、技術の集積にもつなげ

る。本取組は会津発の新地域総合医療モデルとして世界へ提示し、中期的には会津統合病院、会津大先端情
報科学研究センターの施策( Aizu new hospital, CAIST) として位置づける。

Department of Community and Family Medicine, Fukushima Medical University: R Kassai 2009



医学情報科学連携における次世代携帯端末の利活用

診療現場（Point of Care）で
◇診療支援ツール「Best Practice」を利用（30分/日×6/週＝180分/週）
◇e-Learningプログラム「BMJ Learning」で学習（45分×2/週＝90分/週）

医局・研究室（Office）で
◇「Best Practice」「BMJ Learning」の「評価とフィードバック」を発信（30分/週）
◇研修ログ・e-Portfolioの作成と振り返り（ 15分/日×6/週＝ 90分/週）
◇研究ログ・e-Portfolioの作成と振り返り （ 15分/日×2/週＝ 30分/週）
◇教育ログ・e-Portfolioの作成と振り返り （ 15分/日×2/週＝ 30分/週）

＊合計420分/週
さらなる利活用メリット

◇医学Podcastの視聴
◇ログの集計とブループリント作成
◇「評価とフィードバック」の集計
◇総合人間学メーリングリスト
◇各種医療アプリケーションの利活用
◇疾患サーベイランスの集計
◇診療プロトコールの作成・配信・評価
◇総合人間学各授業の多様な課題実践（特に「医療情報学」「英語による研究発表法」

「国際医学雑誌利用術」「時間管理・研究管理」「ＩＴを使いこなす」）

Department of Community and Family Medicine, Fukushima Medical University: R Kassai 2009



FRONTIERS IN MEDICAL AND HEALTH SCIENCES EDUCATION
“MAKING SENSE IN COMMUNICATION”

INSTITUTE OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES EDUCATION
LIKA SHING FACULTY OF MEDICINE
THE UNIVERSITY OF HONG KONG

Contemporary Japanese Culture, Medicine and Language
Professor Ryuki Kassai

Changes in society, (sub) culture, family, as well as medicine are rapid and sometimes go 
beyond our perception and reflection.  Has the way that contemporary Japanese experience 
illness changed over time?  What about language and illness narrative?

In an ambitious attempt to answer these questions, the speaker will explore the worlds of 
two Japanese contemporary writers, Kenzaburo Oe and Haruki Murakami, using the 
viewpoint of narrative as a mirror of the times, as well as the self.  The narratives and 
metaphors in their works will be shared and reviewed to illustrate how contemporary 
Japanese society is in transition with less overt narrative for expressing one’s anguish of 
illness.

Finally, the speaker will look at lessons for medical and health sciences and will discuss 
two challenges we are faced with:
•How do we make sense in communication in medical practice with patients who rely less 
on narrative?
•How do we make sense in communication in medical education with trainees who are not 
used to narrative and metaphors full of meanings?



Mindsコンテンツの活用術
コクラン・レビューをどのように活用するか？

（財）明治安田厚生事業団

体力医学研究所

副主任研究員 江川 賢一



あらすじ

• はじめに

• コクラン・ライブラリとは

• Mindsのコンテンツ

• コクラン・レビュー・アブストラクトの紹介

• Mindsコンテンツの活用



コクランライブラリとは

• コクラン共同計画が編集・発行して

いるヘルスケアを目的とした治療法

と診療の有効性に関する研究のレ

ビューを搭載

• Lancet、New Eng J Med、BMJ、

JAMA などが「最高基準」として認め

ている

• 医療における予防、治療およびリハ

ビリテーション介入の有効性に関す

るレビューを提供

• コクラン・システマティック・レビュー・

データベース（Cochrane Database 
of Systematic Reviews）には5,821
件が掲載（2009年9月1日現在）

出典：http://www.lifescience.co.jp/yk/jpt_online/cochrane/index_cochrane.html



Mindsとは

医療情報ネットワーク普及事業



Mindsコンテンツの概要

医学用語ヘルプ

疾患解説

ガイドライン解説Minds 
PLUS

一般向けガイドライン一般向け

情報

CPGレビューについて

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Minds 
PLUS

診療ガイドライン医療提供者
向け情報



Mindsコクラン・レビュー・

アブストラクト











選定過程

• システマティック・
レビュー/メタアナリ

シス論文投稿のた
めのQUOROM声

明ではトライアル
フローと呼ばれる



採択された論文の概要（１）
方法・対象者・介入



採択された論文の概要（２）
結果・備考



Mindsコンテンツの活用



「1に運動、2に食事、しっかり禁煙、最後にクスリ」



メタボリックシンドロームと糖尿病



「メタボリックシンドローム」に対して、
運動療法は効果があるのか？

運動による１次予防：メタボリックシンドロームに対する
運動効果に関する身体活動疫学レビュー

江川 賢一
財団法人明治安田厚生事業団 体力医学研究所・研究員

egawa@tai-ken.jp

第12回理学療法の医学的基礎研究会学術集会（2007.5.26＠朱鷺メッセ）



・検索エンジン：Pub Med
・検索語（MeSH Term）

身体活動 → “ Physical Activity ”
“ Exercise ”
“ Physical Fitness ”

メタボリックシンドローム
→ “ Metabolic Syndrome X ”

・雑誌：国内外の疫学関連雑誌 計18雑誌
・論文形式：原著論文、レビュー
・対象：ヒト
・期間：2000年1月1日以降
・言語：日本語、英語
最終検索：2006年9月

検索の方法

江川賢一（2008）理学療法の医学的基礎、第11巻2号5－12



文献絞込みの手順

86件

44件

32件

タイトルとアブストラクトから

１．研究目的（治療的か、予防的か）

および研究デザイン（横断研究、コホート研究、介入研究）

２．対象者の特徴

－採択・除外基準や対象者数（性別、年齢）

３．身体活動の指標（Physical Activity, Exercise, 

Physical fitness）とその評価方法（調査法、測定法）

４．メタボリックシンドロームの判定基準（WHO、NCEP 

ATPIII、IDFなど）

５．結果（身体活動とメタボリックシンドロームとの関係）

ハンドサーチ5件

37件
江川賢一（2008）理学療法の医学的基礎、第11巻2号5－12



介入研究（3件）

研究 目的
デザ
イン

対象者 方法 結果

Frank
LL et
al,
2005

閉経後肥満
女性のインス
リン、レプチ
ン、グルコー
ス、中性脂肪
に対する運
動の効果検

RCT

閉経後肥満女
性50－75歳
Sedentary
BMI25以上

介入群（n=87）中等度45
分週5日
対照群（n=86）ストレッチ
45分週1日
期間１年間

インスリン、レプチン
が有意に減少
至適運動量の指摘

Watkin
s LL
et al,
2003

Syndrome X
患者の高イン
スリン、脂質
異常、血圧に
対する運動
の効果検証

RCT
Syndrome X
30歳以上

運動群（n=21,Walking、
70-85 Heart Rate
Reserve、30分、週3～4
日）
運動＋体重管理群
（n=21,体重管理プログラ
ムを付加：週0.5kg減少）
対照群
期間６ヵ月

インスリン濃度は対照
群に比べて運動群は
27％減少、運動＋体
重管理群では47％減
少

Kang
HS et
al,
2002

インスリン抵
抗性症候群
を観察する指
標に対する
高強度身体ト
レーニングの
効果検証

RCT
思春期肥満
13-16歳　80名

生活習慣教育プログラ
ム、
生活習慣教育プログラ
ム＋中等度の運動、
生活習慣教育プログラ
ム＋高強度の運動
以上3群

思春期肥満のいくつ
かのインスリン抵抗性
症候群の指標を改善
する



運動療法によるＭＳに
対する効果は２００７年

時点では不明

江川賢一（2008）理学療法の医学的基礎、第11巻2号5－12



運動療法によるＭＳに
対する効果は２００９年
時点でほぼ実証された

2007年

2008年
2009年





糖尿病の運動療法
論文コード 対象 方法 結果

1）Boule NG et al, 2001

レベル2
+

2）M aiorana A  et al, 2002

レベル2
-

3）Schneider SH et al,
レベル4

4）Honkola A  et al, 1997
レベル3

5）Barnard RJ et al, 1994
レベル4

6）Lehm ann R et al, 1995
レベル3

7）Boudou P et al, 2001

レベル2
-

8）Dunstan DW  et al, 1998

レベル2
-

9）Ishii T et al, 1998
レベル3

10）Yam anouchi K et al,
レベル3

11）M osher PE et al, 1998
レベル4

12）Laaksonen DE et al,

レベル2
-

13）Roberts L et al, 2002

レベル2
-

14）Ruegem er JJ et al,

レベル2
-

15）Yam anouchi K et al,

レベル2
-

8週間以上運動療法を行った2
型糖尿病（11のcontrolled

運動療法（154人）vs.対照（156人） 体重減少は有意ではなかったが，HbA 1cは改善
（－0.66％）した

オーストラリア．2型糖尿病（52
±2歳）（16人）

週3回，1回1時間のサーキット運動（8
人）vs.対照（8人）［8週間］

HbA 1c改善（-0.6％），空腹時血糖改善（-
40m g/dL），筋力増加，体脂肪率低下，W /H低

米国．2型糖尿病（55±1歳）
（111人），1型糖尿病（49.6±

3ヵ月の運動療法（1回40～60分の運
動，週3～4回）［前後比較］

1型，2型とも血圧の低下が認められたが，2型糖尿
病でのみ空腹時血糖値の低下（27m g/dL）と中性

フィンランド．2型糖尿病（62±
2歳）（38人）

週2回のサーキット・レジスタンス・トレー
ニング（18人）vs.対照（20人）［5ヵ月］

総コレステロール（27m g/dL），LDL-C
（21m g/dL），中性脂肪（34m g/dL），HbA 1c

米国．2型糖尿病（59.4±0.4
歳）（非薬物治療243人，経口

3週間の食事療法と運動療法［前後比
較］

血糖，総コレステロール，LDL-C，中性脂肪の改善
と血圧低下が認められた

スイス．2型糖尿病（54歳）（29
人）

少なくとも週3回，1回30～45分，50
～70％の強度の有酸素運動療法（16

中性脂肪（20％）低下，HDL-C（23％）増加，血圧
の低下，体脂肪率の低下を認めた．血糖コントロー

フランス．2型糖尿病（45.4±
7.2歳）（16人）

週3回のエルゴメーター（8人）vs.対照
（8人）［8週間］

内臓脂肪と皮下脂肪面積の減少．中性脂肪の減
少（71m g/dL）が認められた

オーストラリア．2型糖尿病
（50.3±2歳）（21人）

週3回のサーキット・ウエイト・トレーニン
グ（11人）vs.対照（10人）［8週間］

OGTTにおける血糖値，インスリン値の低下が認めら
れた

日本．非肥満2型糖尿病（51.9
±8.2歳）（17人）

週5～6回のレジスタンス運動（9人）
vs.対照（8人）［4～6週間］

グルコースクランプ法によるインスリン抵抗性の改善
（GDRの3.3m g/kg/分の増加）が認められた

日本．肥満2型糖尿病（41.6±
3.5歳）（24人）

1日1万歩以上の歩行（14人）vs.対照
（10人）［6～8週間］

グルコースクランプ法によるインスリン抵抗性の改善
（GIRの1.6m g/kg/分の増加）が認められた

米国．1型糖尿病（17.2±1.2
歳）（10人），健常者（10人）

週3回，1回45分のサーキット・有酸素
運動［12週間］

体脂肪率の低下，HbA1c（1％）低下，LDL-C
（14m g/dL）低下．総コレステロール，中性脂肪不

フィンランド．1型糖尿病（32.5
±5.7歳）（42人）

週4～5回，1回30～60分の有酸素運
動（20人）vs.対照（22人）［12～16週

HDL/LDL比（20％）増加，中性脂肪（15％）低下，
アポB（11％）低下が認められた

HbA 1cの平均値に差は認められなかった

米国．1型糖尿病（6人） 朝食前または午後4時に30分の最大
酸素摂取量の60％程度の運動

朝食前の運動療法では運動誘発性低血糖のリスク
が少なかった

日本．1型糖尿病（42.7±13.6
歳）（6人）

朝食前または朝食後に30分の歩行運
動（最大酸素摂取量の50％未満の運

朝食後に歩行運動を行うほうが朝食後の血糖コント
ロールが良好であった

オーストラリア．1型糖尿病
（14.0±1.2歳）（24人）

週3回，1回45分の有酸素＋無酸素
運動（12人）vs.対照（12人）［12週間

日本糖尿病学会 編：科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン



糖尿病の1次予防
論文コード 対象 方法 結果

1）江口英行ほか，1998

コホート研究

レベル3

2）佐々木陽ほか，1994

コホート研究

レベル3

3）伊藤千賀子，1996

コホート研究

レベル3

4）小坂樹徳，2002

コホート研究

レベル3

5）Nagi DK et al, 1995

コホート研究

レベル3

6）Colditz GA  et al, 1995

コホート研究

レベル3

7）Kadow aki T et al, 1984

コホート研究

レベル3

8）Chan JM  et al, 1994

コホート研究

レベル3

9）Ohlson LO et al, 1985

コホート研究

レベル3

10）W ei M  et al, 1997

コホート研究

レベル3

11）Carey VJ et al, 1997

コホート研究

レベル3

12）Boyko EJ et al, 2000

コホート研究

レベル3

13）M anson JE et al, 1991

コホート研究

レベル3

14）Helm rich SP et al, 1991

コホート研究

レベル3

15）M anson JE et al, 1992

コホート研究

レベル3

16）Hu FB et al, 1999

コホート研究

レベル3

17）W annam ethee SG  et al, 2000

コホート研究

レベル3

18）Okada K et al, 2000

コホート研究

レベル3

19）Saw ada SS et al, 2000

コホート研究

レベル3

20）Salm erón J  et al, 2001

コホート研究

レベル3

21）M eyer KA  et al, 2001

コホート研究

レベル3

22）Salm erón J  et al, 1997

コホート研究

レベル3

山形県舟形町の非糖尿病の
住民（1,417人）

1990～1992年と1995～1997年の2度にわたっ
て75g糖負荷試験

糖尿病発症率は，正常耐糖能から3.5/1,000人・年，IGTから
21.3/1,000人・年

大阪成人病センターに健康診
断のために受診した35歳以上
の男性で非糖尿病患者（749
人）

平均3.6年の観察 糖尿病発症率は，正常耐糖能から0，IGTから69.5/1,000人・年

広島県原爆障害対策協議会
健康管理センター受診者

初診時および2.1～3.0年後に75g糖負荷試験を
施行

糖尿病発症率は，初診時正常型から2/1,000人・年，IGT-1（2時間
値140～169m g/dL）から34/1,000人・年，IGT-2（2時間値170～
199m g/dL）から87/1,000人・年

虎の門病院健康医学センター
で健診を受けた1,788人（男性
が約85％，平均年齢51.5±
8 6歳）

8年間の追跡 Kaplan-M eyer法で求めた累積糖尿病発症率は初期インスリン反応
が低下した群では正常のものに比し約5倍高率

181人のピマインディアンでIGT
の者

1～17.2年（中央値5年）にわたる追跡調査 肥満，空腹時血中インスリン濃度の高値，糖負荷後30分の血中イン
スリン濃度の低値は糖尿病へ移行のリスクである

33～55歳の米国ナース
（114,281人）（Nurses' Health
Study）

14年間の追跡 2型糖尿病発症率（RR）はベースラインにおけるBM Iが22未満であっ
たものに比し，BM Iが23台のものは2.9倍，24台で5倍に増加

100g糖負荷試験で境界型（日
本糖尿病学会，1998年）の
288人の日本人

5～12年の追跡 初診時の血糖の高値，糖負荷後初期インスリン分泌能の低下，過
去最大体重が糖尿病発症の独立した危険因子

40～75歳の米国人男性
（51,529人）

5年間の追跡調査 21歳から調査開始までの体重の増加の程度に応じて2型糖尿病発
症率（RR）は増加

スウェーデン男性住民792人，
年齢54歳

13.5年の追跡 2型糖尿病の発症は追跡開始時の体重，BM I，皮脂厚，W HRと正相
関．W HRとの関連が最も強く，W HRの高い群は低い群の16.6倍

25～64歳のメキシコ系米人
（721人）

平均7.2年の追跡 ウエストはm ultivariate analysis後も有意の危険因子

米国ナース（43,581人）
（Nurses' Health Study）

8年の追跡調査 2型糖尿病の発症リスク（年齢調整後）は追跡開始時のウエスト，
W HR，BM Iが大きいものほど高い．ウエストが最も強い危険因子である

日系米国人（290人の2世と
230人の3世）で糖尿病のない
もの

6～10年の追跡期間 腹腔内脂肪蓄積が，BM Iや全身の脂肪量で調整後も糖尿病発症の
独立したリスクである

年齢30～55歳の米国女性で2
型糖尿病，虚血性心疾患，脳
卒中，癌のない87,253人
（Nurses'Health Study）

運動習慣について調査を行った後，8年間追跡
して糖尿病の発症をみる

少なくとも週1回は汗ばむ程度の運動（早歩き，ジョギングなど）をす
る習慣のある者では糖尿病の発症が少ない（年齢，BM Iで調整後の
相対危険度0.84）

5,990人のペンシルバニア大学
卒業生（男性）

余暇時間に行う運動の調査．その後14年間追
跡

1週間に運動に費やすエネルギー量が500kcal増えるごとに糖尿病
発症のリスク（年齢調整）は6％減少．運動の効果はBM Iが高い者な
どハイリスク群で顕著

40～84歳の米国男性で2型糖
尿病，虚血性心疾患，脳卒
中，癌のない21,271人
（Physicians'Health Study）

運動習慣について調査を行った後，5年間追跡
して糖尿病の発症をみる

汗ばむ程度の運動が糖尿病発症予防に有効である．週に行う回数
が多いほど効果が大である（週5回以上行う群の年齢調整後の相対
危険度：0.58，95％CI：0.40～0.84，P for trend＝0.0002）

40～65歳の米国女性で2型糖
尿病，虚血性心疾患，脳卒
中，癌のない70,102人
（Nurses'Health Study）

ベースライン（1986年）に運動習慣について調査
（ウォーキングをはじめ8種類の運動について1週
間にどれだけの時間を費やしているかからM et-
Hours/週を計算）を行った後 8年間追跡して糖

運動習慣は糖尿病発症を予防する（年齢，BM Iなどで調整後）．運
動量（M et-Hours/週）が多ければ多いほど効果は大．M et-Hours/
週が同じであれば運動の種類は，効果に関係ない

40～59歳の英国男性で2型糖
尿病や心血管系疾患の既往の
ない5,159人（British Regional
Heart Study）

運動習慣について調査（運動量に応じて5段階に
区分）を行った後，平均16.8年追跡

運動量が多ければ多いほど糖尿病発症率は低下（P for
trend<0.001）

35～60歳の日本人男性で，エ
ントリーの時点で糖尿病，
im paired fasting glycaem ia，
高血圧のない6 013人

余暇時間における運動について調査．その後約
10年間にわたって追跡

少なくとも週1回運動する群はほとんど運動しない群に比し，年齢，
BM Iなどで調整後の糖尿病発症の相対危険度（95％CI）は0.75
（0.61～0.93）

19～59歳の糖尿病のない健
康な日本人男性9,377人

観察開始時に推定最大酸素摂取量を測定（5分
位に分類）し，平均14年間の観察

最も低い有酸素能力群を基準にすると最も高い群の糖尿病発症の
相対危険度（年齢，BM Iなどで調整後）は0.53（95％CI：0.40～
0.71），P for trend<0.001で量反応関係を認める

34～59歳の米国女性で，調査
開始時（1980年），糖尿病，心
血管障害，癌のない84,204人
（Nurses'Health Study）

14年間の追跡調査．食事調査（116～136項目
からなる食物摂取頻度調査）は，調査開始時以
外に，1984年，1986年，1990年にも施行して
デ タを更新

脂肪摂取量，飽和脂肪酸や一価不飽和脂肪酸の摂取は糖尿病の
発症と関係なし．トランス型脂肪酸は糖尿病の発症を増加させ，多
価不飽和脂肪酸の摂取は減少させた

アイオワ州住民で55～69歳の
非糖尿病の女性35,988人
（Iow a W om en's Health Study）

エントリーの時点で食事調査（127項目からなる
食物摂取頻度調査）を行い，11年間にわたって
追跡

植物油の摂取が多いほど，糖尿病発症は低下（非食事性因子，食
事性因子で調整後）．食事の飽和脂肪酸を多価不飽和脂肪酸に置
き換えることによりリスクは軽減

40～65歳の米国女性で心血
管系疾患，癌，糖尿病の診断
を受けたことのない65,173人
（Nurses'Health Study）

食物摂取頻度調査後6年間の追跡 GI（glycem ic index）の高い食品を多く摂ることは，年齢，BM I，身体活
動度，穀物繊維摂取量，1日エネルギー摂取量などで調整後も糖尿
病発症のリスクである（5分位で最も低い群を基準にすると最も高い
群の糖尿病発症の相対危険度は1 47 95％CI：1 16～1 86 P for

論文コード 対象 方法 結果

35）W ing RR et al, 1998

RCT

レベル2

37）Tuom ilehto J et al, 2001

RCT

レベル1

38）Diabetes Prevention Program

RCT

レベル1

39）小坂樹徳，2002

RCT

レベル3

40）Sw inburn BA  et al, 2001

RCT

レベル2

41）Heym sfield SB et al, 2000

RCT

レベル1

42）Chiasson JL et al, 2002

RCT

レベル2

糖尿病の家族歴を有する肥満
者（平均年齢：45.7±4.4，平
均BM I：35.9±4.3）で糖尿病の
ない154人（米国）

無作為に，1）食事介入群（カロリーと脂肪摂取の
制限），2）運動介入群（中等度の運動を
1,500kcal/週），3）食事と運動介入群，4）コント
ロ ル群に分けて 2年間の追跡

当初，行動変容や体重減少などの効果が介入群でみられたが，効
果は持続せず，2年後には各群で差がなかった．介入方法を問わ
ず，2年目でベースラインより4.5kgの体重減少のあった者では，減少
のなかった者に比し 糖尿病発症のリスクは約30％減少した

522人の中年の肥満IGT
（Finnish Diabetes Prevention
Study）．平均年齢：55歳，平
均BM I：31

無作為に，1）生活習慣介入群，2）コントロール
群に分ける．介入群には体重減少，総脂肪摂取
と飽和脂肪酸摂取の減少，食物繊維摂取の増
加 運動量増加を目標とした個人指導を行う

2年目を終了した時点で介入群は3.5±5.5kgの体重減少（コントロー
ル群では0.8±4.4kg）があった．4年間の糖尿病累積発症率は介入
群で11％，コントロール群で23％と，介入により糖尿病の発症は
58％減少した 目標の達成数が多いものほど発症は少なかった

3,234人の耐糖能異常者
（IGT，IFG）．平均年齢：51歳，
平均BM I：34.0．68％が女性
で 45％が少数民族グル プ

無作為に，1）生活習慣介入群，2）メトホルミン投
与群（850m gを2回/日），3）プラセボ群に分け
る．生活習慣介入群にはベースラインより7％の
体重減少と少なくとも週に150分の運動を行うこ

生活習慣介入により58％，メトホルミン投与により31％，糖尿病の発
症が抑制された

虎の門病院健康医学センター
で健診の結果IGTと判定された
中年男性458人．80％が国家
公務員

無作為に生活習慣に介入する群（102人）と非介
入群（356人）に分け，4年間の追跡

経過中FPG≧140m g/dLに固定したものを糖尿病発症と認定．累積
糖尿病発症率は非介入群の9.3％に対して，介入群では2.9％と有
意に低率

176人の耐糖能異常者（75g
糖負荷試験の2時間値が126
～198m g/dL）．平均年齢：52
歳 平均BM I：29

無作為に，低脂肪食群と普通食事群に分ける．
5年間追跡して体重と耐糖能の変化を調べる．
低脂肪食群には小グループ単位で食事指導（1
回/月）を最初の1年間続ける

低脂肪食群では1年目で体重減少は最大（ベースラインより3.3kg減
少）で，3年目まで（1.6kgの減少）がみられたが，5年目にはベースラ
インより1.1kg増えていた（普通食事群では，それぞれ，0.6kg，
2 1kg 1 3kgの増加）耐糖能の改善率は1年目では 低脂肪食群

675人の肥満者（BM I 30～43）無作為にオルリスタット投与群（消化管リパーゼイ
ンヒビターで消化管からの脂肪吸収を30％抑制）
とプラセボ投与群に分ける．食事は両群とも低エ
ネルギー食とし 104週間薬剤を投与する 前後

低エネルギー食にオルリスタットを加えることにより，体重はプラセボ
投与群より減少し，耐糖能へも良好な効果が得られた

1,368人のIGTで空腹時血漿ブ
ドウ糖濃度が101～139m g/dL
のもの（STOP-NIDDM
random ized trial）平均年齢

無作為に， アカルボース（100m g，1日3回）投
与群とプラセボ投与群に分ける．平均フォロー
アップ期間3.3年

アカルボース投与により糖尿病への移行の相対リスクを35.6％減少
させる

コホート研究
35件

介入研究 7件

日本糖尿病学会 編：科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン



Tips

• Mindsスタンダードの閲覧方法

• Mindsプロフェッショナルの閲覧方法

• Mindsプロフェッショナルの情報

• Mindsプロフェッショナルの検索方法

• ログインのメリットについて



Mindsスタンダードの閲覧方法

• 疾患から選ぶ

• ガイドラインを選ぶ

• ガイドライン目次

• ガイドライン本文

• マイメニュー

• 掲載情報一覧



Mindsプロフェッショナルの閲覧方法

• プロフェッショナル

を開く

• 目次のいろいろ

• 表から選ぶ

• データベース選択

• ガイドライン本文

• 双方向サービス



Mindsプロフェッショナルの情報

• データベース一覧

• 一般向け
– ガイドライン

– Minds PLUS

• 医療提供者向け

– ガイドライン

– Minds PLUS 



Mindsプロフェッショナルの検索方法

• 詳細検索

• 簡単検索

• 目次の絞込み検索

• 検索履歴



ログインのメリットについて

• 自動ログイン機能

• マイメニュー

• メール配信

• PDF出力

• 検索履歴保存機能

• 双方向サービス

• Minds IDの登録
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