
 

講演 ２ 「Mindsにおける診療ガイドライン収載の現状」 
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（平成 28 年 6 月 30 日現在） 

 
 
吉田 雅博（日本歯科医学会収載部会委員， 

国際医療福祉大学 臨床医学研究センター 教授， 
日本医療機能評価機構 医療情報サービス事業部（Minds）客員研究主幹） 

 
 
【抄 録】 
1. EBM医療情報事業（Minds）とは 

EBM 医療情報事業（Minds）は、

質の高い診療ガイドラインの普及を通

じて、患者と医療者の意思決定を支援

することを目的とした事業であり、

「Minds（マインズ）」とはこの事業の

愛称です。ぜひ Minds ウェブサイト

（http://minds.jcqhc.or.jp/n/）にアク

セスし、診療ガイドラインや作成者向

け情報など、関連する情報を参照して

ください。 
Minds は 2002 年に厚生労働科学研

究事業として開始し、2004 年からは

Minds ウェブサイトでの診療ガイド

ライン掲載を開始、2011 年からは厚生労働省委託事業となりました。 
 

2. Minds における診療ガイドラインの評価選定・掲載・普及について 

当事業では、作成方法の観点から質の高いガイドラインを評価選定し、Minds ウェ

ブサイトに掲載しています。2016 年 5 月末現在、165 件の診療ガイドライン本文を閲

覧することができます。診療ガイドラインを評価する基準として国際基準である

AGREEⅡを使用しており、作成の厳密さや提示の明確さ、編集の独立性などの観点

から 23 項目にわたって複数の専門家により評価されます。掲載されるガイドライン

は、これら評価結果を基に、専門家部会の会議によって決定されます。 
今回は、Minds の活動成果を振り返るとともに、ガイドライン作成の今後の課題につ

いても報告します。 
  

http://minds.jcqhc.or.jp/n/ 
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【略 歴】 
昭和59年3月 富山医科薬科大学医学部卒業 
    4月 千葉大学医学部第二外科研修医 
平成 2年4月 千葉県がんセンター外科医長 
平成12年4月 帝京大学医学部外科講師 
平成17年4月 日本医療機能評価機構 
          医療情報サービス事業部（Minds）部長（兼任） 
平成19年4月 帝京大学医学部外科准教授 
平成20年6月 国際医療福祉大学教授、 
       化学療法研究所附属病院 人工透析・一般外科部長 

 

【著 書】 
1. Minds 診療ガイドライン作成の手引き 2014. 医学書院 2014 
2. 急性胆管炎、胆囊炎の診療ガイドライン 2013. 医学図書出版 2013  
3. TG13 (Tokyo Guidelines for the management of Acute Cholangitis and Cholecystitis  

2013 ) . J Hepatobiliary Pancreat. Sci 2013. Springer  
4. 急性膵炎の診療ガイドライン 2015（第 4 版）. 金原出版 2015  

 
【学会活動等】 

日本外科学会     （指導医，専門医、認定医） 
   日本肝胆膵外科学会 （理事、評議員、編集委員、財務委員） 
   日本腹部救急医学会 （理事、評議員、財務委員、ガイドライン作成委員） 

日本消化器病学会  （評議員、専門医、認定医、ガイドライン統括委員） 
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1

2016．7.13 診療ガイドライン作成者意見交換会

Mindsにおける診療ガイドライン収載の現状

吉⽥雅博1)、⼭⼝直⼈2)

1)⽇本医療機能評価機構客員研究主幹、国際医療福祉⼤学教授
2)⽇本医療機能評価機構特命理事、東京⼥⼦医科⼤学主任教授

日本歯科医学会

利益相反（COI）開示

演者氏名 吉田雅博

演者に、開示すべきCOIはありません
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EBM普及推進事業： Minds
• 2002～2010 厚生労働科学研究費補助金

• 2011～ 厚生労働省委託事業

ユーザー登録数約 6 万 人（2016年1月末）

約 60万ページビュー/月 3

4

 診療ガイドライン評価掲載
約165

 患者市民向け情報の提供

 ガイドライン作成者情報

 海外情報提供、他

全て無料
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Mindsガイドラインセンター
2011年度からは厚⽣労働省委託事業

作成⽀援 評価選定
普及 活⽤促進 評価

Mindsガイドラインセンターとしての取り組み

2016年度からの重点課題2016年度からも重点目標

1. Mindsにおける
診療ガイドライン評価・掲載の現状と
診療ガイドライン作成の課題

6
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Mindsによる評価選定（2011～2015）

7

採用／除外基準

AGREEⅡによる評価

診療ガイドライン選定
部会による選定

• 診療関連以外
• 作成主体が個人、不明確
• 海外ガイドラインの翻訳版
• 作成過程の記述がない

• 4名による評価
討議
再評価

• AGREEⅡによる評価を基に
部会員による選定

網羅的検索 • 書籍・雑誌・電子版など

AGREEⅡ*による評価

ドメイン 1.（項目 1─ 3）：対象と目的

ドメイン 2.（項目 4─ 6）：利害関係者の参加

ドメイン 3.（項目 7 ─ 14）：作成の厳密さ

ドメイン 4.（項目 15─ 17）：提示の明確さ

ドメイン 5.（項目 18 ─ 21）：適用可能性

ドメイン 6.（項目 22─ 23）：編集の独立性

全体評価（項目 24─ 25）

8*The Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation Ⅱ
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Minds選定診療ガイドライン
（2016年3月末）

発行年 評価終了数 選定数

2015 73 43

2014 97 39

2013 84 36

2012 78 29

2011 78 43

合 計 410 190 9

診療ガイドラインの評価選定、公開方法の見直し

・現状、Mindsウェブサイトに掲載されている診療ガイドラインは、評価選定さ

れた一部のガイドラインに限られています。しかし、実臨床においては、作成
方法の観点からは高い評価が得られなくても、そのことを認識した上で、活
用いただくほうが有益であるとも考えられます。

↓

２０１６年から、掲載基準を見直します。

↓

原則として、わが国で作成された診療ガイドラインはすべて掲載対象とする
予定です（掲載ガイドライン）。一方、診療ガイドラインの評価選定作業も継
続し、専門家の部会で選定されたガイドラインはそれを明示します

（選定ガイドライン）。

↓

これらによって、紹介するガイドラインを大幅に増やすとともに、その中でも、
質の高いガイドラインであることの情報もわかりやすく提供する予定です。

10

Mindsの今後（評価・選定・掲載）
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2. Mindsが提案する診療ガイドライン

11

Minds診療ガイドライン2014の定義

診療上の重要度の高い医療行為について、

エビデンスのシステマティックレビューとその

総体評価、益と害のバランスなどを考量して、

患者と医療者の意思決定を支援するために

最適と考えられる推奨を提示する文書

Minds診療ガイドライン作成の手引き2014
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・診療上の重要度の高い医療行為について

・エビデンスのシステマティックレビューと

その総体評価、益と害のバランスなどを考量して、

・患者と医療者の意思決定を支援するために

・最適と考えられる推奨を提示する文書

Minds診療ガイドライン2014の定義

Minds診療ガイドライン作成の手引き2014

診療ガイドラインの質・信頼性に影響する因子

14

作成組織

診療の質改善

作成プロセス

Structure

診療ガイドライン

Process

Output

Outcome

• 組織の利益相反・作成資金
• 参加者の利益相反
• 患者・市民の参加

• 科学的根拠に基づく（evidence-based)
• 益と害のバランス
• 患者の希望・価値観
• 医療経済的視点

• 信頼性（trustworthy）
• 活用可能性

• 患者アウトカムの改善
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スコープ作成
（CQ設定）

システマティックレビュー

推奨作成

作成方針
決定

最終決定
公開

ガイドライン統括委員会 ガイドライン作成グループ システマティックレビューチーム

作成組織

クリニカルクエスチョン設定

臨床上の重要課題を取り上げる

診療に複数の選択肢がある場合

新たな臨床研究によって、より良い選択肢の

可能性が示された場合

長年の慣行によって、複数の選択肢が併存し

ている場合
16
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クリニカル
クエスチョン

推奨

診療ガイドラインの基本構造
急性期虚⾎性脳梗塞患者への発症後4.5時
間以内の⾎栓溶解薬の投与は推奨されるか

⽣存 後遺症 脳出⾎

システマティック
レビュー

〇投与
⾮投与

〇
〇

⾏うよう 強く推奨する 弱く推奨する

⾏わないよう 強く推奨する 弱く推奨する

推奨の強さ

18

⽣存 後遺症 脳出⾎

⽣存 後遺症 脳出⾎

⽣存 後遺症 脳出⾎

⽣存 後遺症 脳出⾎

投与
⾮投与

⾏う事を強く推奨する 弱く推奨する

⾏わないことを強く推奨 ⾏わないことを弱く推奨
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クリニカルクエスチョン
設定

益と害に関する
すべての重大な患者アウトカム

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

推奨

益と害のバランス

患者の希望、価値観

経済的な視点

望ましい作成プロセス

エビデンスの不確実性

作成組織における利益相反（COI）

20Minds診療ガイドライン作成の手引き2014
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COI管理

ガイドライン統括委員会が、ガイドライン作

成グループ構成員、システマティックレビュ

ーチーム構成員を決める。

構成員候補からCOI自己申告を提出して

もらい、それを参考にして人選を進める。

COI関連資料は、ガイドライン統括委員会

が管理する 21

Guidelines International Network

すべての診療ガイドライン利用者に情報公開

診療ガイドライン公開後1年間を含む

22
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米国：National Guideline Clearinghouse

23

医療者と患者の意思決定を支援（IOM1990定義）

作成主体は学会、公的機関などの団体

システマティックレビューに基づく

複数の診療オプションの益と害のバランスを評価

（英語で作成）

作成されて5年以内

まとめ

診療ガイドラインの質と信頼性を高めるためには、作

成組織、作成プロセスについての配慮が不可欠

作成組織の問題として、COI管理が重要

作成プロセスの問題として、システマティックレビュー、

益と害のバランスへの配慮が重要

患者の希望・価値観への配慮、経済的な視点への配

慮は今後の課題

24
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Mindsの今後（作成支援）

 世界的に主流な診療ガイドライン作成方法であるGRADEに準
拠した作成方法やワークショップを提供します。

（詳細は、Mindsウェブサイトで確認を）

１．Mindsセミナー開催

2016年10月19日（水）17:00 – 19:00

Holger Schünemann教授（GRADE working groupの代表者の一人）

Francoise Cluzeau先生（NICEのAssociate Director）

山口直人教授（東京女子医大教授、JCQHC理事）

２．GRADEワークショップ予定

2016年10月20日（木）9:00～18:00 

講師：Holger Schünemann教授

３．MindsワークショップもGRADE準拠で計画しています
25
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