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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
 
4.4万

 
人（2009年12月末）

（増加数
 

1万人／年）

利用は全て無料

インターネットを用いた医療情報提供事業



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
科学的根拠に基づくガイドラインを評価選定

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. 医療者、一般国民への情報提供
診療ガイドラインの一般向け解説
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月別ページビュー数(１２月末現在) ：１,９９６,３６８ 件

ユーザー登録総数(１２月末現在) ：４４,３２７ 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

月別ページビュー数 月別ユーザー登録数



Mindsの内容



MindsMinds提供情報提供情報

医
療
者
向
け
情
報

診療ガイドライン

MindsPLUS

Mindsアブストラクト（論文の構造化抄録）

コクラン・レビュー・アブストラクト日本語訳

トピックス

CPG（診療ガイドライン）レビュー

一
般
向
け
情
報

一般向けガイドライン

MindsPLUS
ガイドライン解説

疾患解説



minds マインズ検索 検索



Ｍｉｎｄｓ
 
トップページ



医療提供者向け診療ガイドライン
 
58疾患

【改訂版や新規領域の公開作業中】



しかし、本当に役に立つガイドラインか？

「ガイドライン」という名称がつけられている書籍
⇒

 
現在日本で 数百種類出版

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(現在58領域)の位置づけ





医療者向医療者向け情報け情報
 MindsPLUSMindsPLUS

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、1315件



コクラン・レビューアブストラクト
 

日本語訳
53疾患、1110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



一般向けガイドライン
 
13疾患



解説：ガイドライン解説
 
8疾患

疾患解説
 
6疾患



Minds 一般向けコンテンツの現況

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

健康診査の検診項目

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

健康診査の検診項目



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（12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



疾患解説画面イメージ疾患解説画面イメージ



膵臓がん・症状



日常生活上の注意点



最新追加情報の掲載について



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。



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・改定支援ガイドライン作成・改定支援

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



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

利用は全て無料



minds マインズ検索 検索

これからもぜひMindsをお役立てください



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40,000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

（検索エンジン入れ替え予定）
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
（研究班で開発したコンテンツ、システム）

ガイドライン作成
（Minds診療ガイドライン作成の手引き2007、

Mindsオンライン編集システム）、



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/



Mindsのコンテンツを  
役立てる方法

（財）倉敷中央病院

総合診療科
 

福岡敏雄



アウトライン

• 医療情報はなぜ重要か

– 現場での判断と医療情報

• 医療情報を理解するための6Sモデル

– 情報のヒエラルキー

• 現場で必要な医療情報の種類と要素

– 妥当性
 

関連性
 

信頼性

• 皆さんの課題から
 

検索デモンストレーション
– Mindsでの検索

 
ネットでの検索



判断には「情報」が必要

• 現場に当てはまる情報が必要

– 現場への適用性
 

さらに、手軽さコストも気になる

• 情報の信頼性が重要

– 信頼できる情報が

• 定量的情報が必要

– 「効く」「効かない」→どのような効果が、どれくら
 いあるか



あなたは、心臓病になりました

• その病気で死亡する確率は、3年後に5％で
 す。

• この病気には、有効性が確かめられている
 薬剤があります。1錠1日1回内服していただ
 きます。

• この効果がどれくらいだったら、内服しますか

• 治療効果は、リスク比で考えてください



リスク比  risk ratio RR

• 相対危険度（relative risk）とも言われます

• ある危険率が治療や要因によって何倍にな
 るかを示します

• たとえば、10％の死亡率が8％になるのはリ
 スク比0.8です

 
半分なら0.5になります



あなたは、心臓病になりました

• その病気で死亡する確率は、3年後に5％で
 す。

• この病気には、有効性が確かめられている
 薬剤があります。1錠1日1回内服していただ
 きます。

• この効果がどれくらいだったら、内服しますか

• 治療効果は、リスク比で考えてください



続いて質問

• 治療効果以外に、内服するかどうか決めるの
 に知りたいこと、気になることはありませんか。
 それを列挙しておきましょう

• では、食餌療法（カロリー制限と緑黄野菜を主
 とした食事内容への変更）を勧められたとして、

 どの程度のリスク比であったら受けますか



続いて質問２

• では、腸を切除して短くしコレステロール値な
 どを下げる手術が勧められたら、あなたはどれ

 くらいのリスク比であったら受けますか

• 最後に、よく調べるとあなたの病状は重く、3年
 後に死亡率は50％と見積もられました。そこで、

 内服薬を内服するリスク比はどうしますか



得られた情報は、、、  
光るものすべて金ではない



Evidenceの歴史
 

そして人間の…

BMJ 1998; 317: 1246-1248 BMJ 1998; 317: 1246-1248 

情報は多すぎる。だからこそ、見極める目
 が必要になっている

 

情報は多すぎる。だからこそ、見極める目
 が必要になっている



得られた情報を吟味する

• 価値があるか

• 信頼できるか

• 結果はどうか

• それに基づいて判断することは妥当か

• →苦労して得た情報であっても、自分の都合
 にあった結果であっても、「役に立たない」「信
 頼できない」となったら、捨て去る姿勢が必要
 になる



6Sモデル

DiCenso, A, Bayley, L , Haynes, RB: ACP Journal Club. Editorial: Accessing preappraised 
evidence: fine-tuning the 5S model into a 6S model. Ann Intern Med 2009; 151: JC3-2, JC3-3.



6Sモデル：日本語訳



6Sモデル：それぞれの例



6Sモデル：Mindsでは

ト

 ピ

 ッ

 ク

 ス

 

ト

 ピ

 ッ

 ク

 ス



6Sモデル：特徴と傾向



6Sモデルと教育・研修への活用

医療の質の保証・安全管理
Data Mining, Practice based 

Evidencec 

医療の質の保証・安全管理
Data Mining, Practice based 

Evidencec



今回の情報検索  
デモンストレーションの目的

• 診療・研修の質を支える「医療情報」のアクセス
 技術を高める

• このために
– 皆さんの課題・疑問から

• 課題を定式化する

• 検索戦略を立てる

• 検索実行する

• 振り返り

– という手順を実際に行います



忙しい臨床家のために
 

汎用性の高い情報は上位にある
• 上位に情報がなけれ

 ば、下位に進む

• 上位にある情報で不
 十分と感じたら、下位
 に進む

– 上位の情報は下位へ
 のリンクを含むことが
 多い

• 検索データベース選
 択も重要



基本戦略：上位から下位へ

• ガイドラインでは参考文献リスト・構造化抄録を
 活用

• 「概要」が入手できた場合には、妥当性・適応可
 能性・定量的結果が読み取れるか判断

– 読み取れなければ、元情報へ進む

• リンクがない場合には
 

Pubmedやgoogleで

– とりあえず著者名、題名、年代などを入力して検索

– 書誌情報で検索すると案外進められる

– スマートに進めるには、PubMedの「Single Citation 
Matcher」を使う



デモンストレーション



さらに学びたい人に

• 情報検索セミナーなどで実際に検索実習を受
 ける

• 例：岡山大学医療情報部と共同での文献検索
 セミナーを不定期に開催（CASPfew) 年2回 参

 加自由としている
– 参考URL CASP Japan: http://caspjp.umin.ac.jp
– 100台あるコンピュータ

 
1人1台でPubMedなどの

 検索が可能



セミナー風景

• 岡山大学CASPfew

09.10.17 Toshio Fukuoka

http://sv019/sites/library/DocLib/%E6%96%87%E7%8C%AE%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%20%E5%B2%A1%E5%A4%A7.jpg


臨床判断の4要素



妥当な臨床判断をするポイント

• 現場の状況・問題点を把握する能力と基礎知識

• 患者・対象者・チームメイトとのコミュニケーション能力

• 他人の価値観に共感し、自分と異なる価値観を容認する態度

• 社会の価値観・倫理観を踏まえる姿勢

• 一時的・短期的な評価ではなく、患者・対象者・現場に重要な
 基準で評価する姿勢

• 医療の負の部分（危険性、不都合、苦痛、コストなど）を踏まえ
 る姿勢

• 現場での判断やその振り返りを、チームで共有するシステム

• 自分の経験を振り返り積み重ねる姿勢

• 共に学び共に教えあう雰囲気



医学情報利用にあたっての  
注意点



質のアップコードに注意

• 価値が高いような体裁を取りつくろう手
 法

– ランダム化とかメタ分析などのキーワード
 を用いた非ランダム化試験

– ランダム化試験の二次解析を「主要解析」
 かのようにプレゼンする

– サロゲートエンドポイントによる結果解析

– 公的な印象を与える名称を用いながら、
 強いスポンサーシップの働いている団体



アウトライン

• 医療情報はなぜ重要か

– 現場での判断と医療情報

• 医療情報を理解するための6Sモデル

– 情報のヒエラルキー

• 現場で必要な医療情報の種類と要素

– 妥当性
 

関連性
 

信頼性

• 皆さんの課題から
 

検索デモンストレーション
– Mindsでの検索

 
ネットでの検索
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