
第 84回特定非営利活動法人 日本医学図書館協会総会 分科会 A記録 

「診療ガイドラインの最新動向と作成支援」 

 

2013年 5月 24日（金）（10:00～12:00）、第

84 回特定非営利活動法人 日本医学図書館協会総

会分科会 Aとして、「診療ガイドラインの最新動

向と作成支援」が開催された。座長は山口直比古

（正会員個人）がつとめ、3名の話題提供者から

の発表の後、参加者との質疑応答が行われた。合

計 76名の参加があり、診療ガイドラインの作成者

と支援者それぞれの立場から、活発な議論が交わ

された。 

 

1. 趣旨説明・発表者紹介 

座長：山口直比古（正会員個人） 

10:00 ～ 10:05（5分） 

2. 発表（1）吉田雅博（日本医療機能評価機構・

国際医療福祉大学化学療法研究所付属病院） 

10:05 ～ 10:50（45分） 

3. 発表（2）向井博文（国立がん研究センター東

病院） 

10:50 ～ 11:20（30分） 

4. 発表（3）谷口今日子（富山大学） 

11:20 ～ 11:35（15分） 

5. 質疑応答 

11:35 ～ 12:00（25分） 

 

コーディネーター：河合富士美（聖路加国際メデ

ィカルセンター） 

撮影：奥出麻里（千葉メディカルセンター） 

記録：徳江紀子（国立がん研究センター） 

 

1. 趣旨説明・発表者紹介 山口直比古 

 Evidence-Based Medicine（以下、EBM）の普及

に伴い日本では 1999年より患者数の多い 23疾患

について厚生科学研究費補助金による研究班を設

置し、EBMに基づく診療ガイドラインの作成が開

始された。EMBの一つのステップである文献検索

業務を、日本医学図書館協会では 2008 年度より、

診療ガイドライン作成支援のための受託事業とし

て開始した。本分科会では、診療ガイドラインの

最新動向と Mindsの活動、学会における診療ガイ

ドライン作成の取り組み、ワーキンググループ委

員による検索経験の発表を受け、診療ガイドライ

ン作成支援活動を更に深めていくことを目標にし

ている。 

 

2. 「EBM診療ガイドライン作成の実際」 吉田

雅博 

 診療ガイドラインの作成と普及、両方を担当す

る立場から、診療ガイドラインの最新動向と

Minds(Medical Information Network 

Distribution System)の活動について情報提供す

る。 

 EBMは「根拠に基づいた医療」という意味だが、

本来の EBMは、1.Expertise: 医師の技量、専門性、

2.Evidence:根拠、3.Patient’s preference:患者

の意見・嗜好、この 3要素を統合したものである。

1991年に Guyattが EBMを提唱し、初めて臨床で

EBMという言葉が使われるようになった。その後、

ライブラリアンが登場して正確で系統的な情報収

集ができるようになり、その情報を統合した資料、

すなわちガイドライン作成が行われるようになっ

た。臨床医が推奨度の高い治療法を知ることがで

きる便利な資料ではあるが、EBMは先ほどの 3要

素の統合により診療が成り立つものなので、ガイ

ドラインは診療を実践するための資料の一つにす

ぎない。 



 2011年に診療ガイドラインについての新しい定

義が Institute of Medicineから提唱された。箇

条書きにすると、1.患者アウトカムを中心とした

内容である 2.推奨診療が記載されている 3.その

診療に関するシステマティックレビュー（エビデ

ンスの系統的検索と統合）が行われている 4.代替

的なケアの選択肢の提示  5.利益だけではなく害

についても評価されている、この 5項目を満たし

たものが診療ガイドラインと定義されている。診

療ガイドラインの位置付けは、一般的な医療行為

に対して診療を行うための大きな道筋を示す資料

であるが、これにより現在行われている日本の医

療が否定されることではない。日本のガイドライ

ンは、世界のガイドラインを翻訳すればよい訳で

はなく、日本の医療を踏まえて作られなければな

らない。 

 診療ガイドラインの作成を簡単にまとめると次

の 3段階になる。1.クリニカルクエスチョン(以下、 

CQ)を作る 2.エビデンスを系統的に検索する 3.

専門家によって推奨度を作る。診療ガイドライン

の作成主体は関係するすべての学会であり、意見

の偏りを防ぐために、委員もあらゆる領域から参

加する必要がある。CQを作成するまでが、最も重

要で、時間をかけるべきとされている。次に、出

来上がった CQに基づき論文収集をする。収集され

た論文は評価・統合されて推奨度を決めていく。

出来上がったガイドラインの原案は、最終的には

世界的ツールである AGREE(Appraisal of 

Guidelines for Research & Evaluation) II で評

価される。 

 EBM普及推進事業 Mindsは、ガイドラインを普

及させるために始まり、日本医療機能評価機構が

行っている。2010 年までは研究事業であったが、

2011年から厚生労働省委託事業になった。現在 65

万ページビュー、ユーザー登録は 5.3万人となっ

ている。データベースの充実、評価、作成グルー

プとの連携、普及啓発活動、国際的な動向把握、

問い合わせ対応の充実の 6項目の計画を推進して

いる。Mindsの目標は医療提供者だけではなく、

患者・国民へも情報を提供することである。5月

23 日現在で 125 のガイドラインを掲載しており、

年間では 30のガイドラインが掲載を許可されて

Mindsに本文が掲載される。できるだけ早く正確

に情報提供できるよう努力している。 

 評価ツールは AGREE IIを使用している。AGREEII

にはガイドライン作成に関して重要な 6領域が

挙げられている。1.対象と目的、2.利害関係者の

参加、3.作成の厳密さ、4.提示の明確さ、5.適用

可能性、6.編集の独立性。この 6領域が評価の対

象となる。 

 作成グループとの連携としてはガイドライン作

成ワークショップの開催、AGREE II 日本語翻訳作

業、EBM教育ツールの作成公開などを行っている。

国際的な動向の把握と情報提供としては、ガイド

ライン・インターナショナル・ネットワーク会議

等に出席し、情報提供している。 

 問い合わせ対応の充実としては、ライブラリア

ンが作成グループの先生方と検索式や検索結果に

ついてフィードバックし合うのと同じように、意

見や情報をフィードバックして、よりよい事業に

していきたいと考えている。 

 

3. 「日本乳癌学会診療ガイドライン-これまでと

これから-」 向井博文 

 乳癌診療ガイドラインは 2004年に初版が発行

され、薬物療法、外科、放射線治療、検診・診断、

疫学・予防の 5分冊で作成された。2006年に患者

向けガイドライン発行、2011年の改訂で 2分冊に

なり、Web版も作成された。現在 2013 年版改訂の

最終確認段階である。 

 今回の改訂にあたり、学会全体の方針として特

に検討したのは、1.コストという概念をガイドラ

インの推奨グレードに入れるかどうか 2.ガイド

ラインが適用される対象は誰か 3.医療行政との

整合性 4.COI(Conflict of Interest:利益相反)

の問題の 4点である。コストという概念では、論



文では有意差があるが、高額な薬物療法を推奨す

るかどうか、適用の対象では、対象を一人の患者

さんではなく社会全体と考えるのならば、推奨度

のグレードが変わるという問題がある。医療行政

との整合性とは、よいデータがあるが様々な事情

から日本では承認されていない薬剤をどう扱うか、

ということである。COIの問題は、特定の薬剤、

機器、検査法が絡む CQに関する評決は、委員の

COI マネジメントをきちんとするため、利益相反

委員会に判断を仰ぐ。ガイドライン作成委員会で

評決が分かれた CQは、以上の 4点の問題に統一見

解が出ていなかったことが原因と考えられた。 

 新たな試みとして、「日本からのエビデンスの

取り扱い」と「日本のガイドラインの海外への発

信」を 2013年に掲げた。乳癌は海外の方が発症頻

度が圧倒的に多く、研究も海外の方が盛んであっ

たという背景から、日本からの研究結果がガイド

ラインの中に反映されるのは約 1割という状況が

続いてきた。日本からのデータは、日本人を対象

とし日本の医療環境の中で出されたデータである

から、信頼性は海外のデータ以上にあるのではな

いかと考えた。そこで、今後日本のデータを重視

し、推奨グレードや本文に反映させることにした。 

 ガイドラインの海外への発信は 2013年から始

める計画である。乳癌学会のオフィシャルジャー

ナル「Breast Cancer」に掲載する予定である。 

 文献検索は 2008年以降、日本医学図書館協会に

依頼し、質が格段に上がった。それ以前は各委員

に検索をまかせていたが、委員の負担と COIの問

題等を考慮して、委託した。 

 今回の改訂についてまとめると、次のようにな

る。コストを推奨グレードに反映させるかどうか

は今後の課題とした。ガイドラインが適用される

対象は患者と社会と謳った。これまで通り医療行

政との整合性よりも科学的エビデンスの質で推奨

を判断した。日本からのエビデンスを重要視し、

英語論文化して海外に内容を発信する方向にした。 

  

4. 「診療ガイドラインワーキンググループに参

加して」 谷口今日子 

 2010年-2012年までの 3年間、日本医学図書館

協会（以下、JMLA）診療ガイドラインワーキング

グループ（以下、WG）に参加し、1年につき 1ガ

イドラインの文献検索を受け持った。一人の文献

検索担当者として、文献検索作業の流れと、JMLA

での講習会・フォローについて紹介する。 

 検索作業の流れは、以下の通り。1.検索担当者

の選定：ガイドライン作成委員会から依頼を受け、

WG で検索担当者数名とグループリーダーを選ぶ。 

2.予備知識の取得：旧版のガイドラインや学会ホ

ームページを読み、疾患についての予備知識を取

得する。 3. CQ、キーワードの確認。 4.検索。 5.

学会への検索結果の送付。 6.再検索・追加検索。 

7.検索式の清書。 

 JMLAでは図書館員向けに文献検索講習会を行っ

ている。初級編では基本的なデータベースの検索

方法を説明し、中級編では MeSH・シソーラスの説

明がある。WGメンバー向けの上級編では、診療ガ

イドラインを作成するために必要な知識の説明や

実際の CQを使ったグループ実習を行う。 

 JMLAホームページでは、今まで検索を担当した

診療ガイドラインや、WGメンバーについて掲載さ

れているので、是非アクセスして、WGへの参加の

検討をお願いしたい。 

 

5. 質疑応答 

Q(帝京大学医学総合図書館・小川弓子) 

 出版されているガイドラインの購入判断につい

て、当大学図書委員会では、学会作成なら購入、

作成者がよくわからなければ購入しないという判

断をしている。この判断は、ある程度妥当である

か。 

 当館 OPACに掲載したガイドラインの書誌デー

タに、オンラインデータがある場合はリンクをは

る仕組みがあるが、Mindsへのリンクをはること

は許されるか。 



A(吉田) 

 Mindsでは日本で発行されているすべてのガイ

ドラインを購入して評価し、結果を公表している。

評価結果がよいガイドラインを購入するとよいの

ではないか。 

 Mindsへのリンクは、はることができる。むし

ろリンクしてほしい。ただし、Mindsではなく学

会ホームページに掲載されているガイドライン本

文にリンクする場合は、学会のガイドライン委員

会に許可をとる必要がある。 

Q(山口) 

 「ガイドライン」という書名がつく図書がたく

さん出版されているが、学会が編集作成している

もの、特定の人物が編集しているものの、評価は

どうか。 

A(吉田) 

 書名だけでは評価の判断はできない。個人が作

成していても、きちんと検討し COIが公開されて

いれば否定されるものではないが、マンパワー的

に無理ではないか、ということが個人的な意見で

ある。 

 学会が作成している場合も、偏りがない作成委

員会である必要がある。できるだけ多くの利害関

係者が参加していることが重要である。 

A(向井) 

 内容が本当に妥当であるかということは、作成

の過程を透明化することにより、保証されると考

える。学会では、決められた基準により作成メン

バーを選び、作成過程も明確なので、信頼できる

と考える。 

Q(千葉県立保健医療大学・工藤典代) 

 ガイドライン作成に関わっているので、文献検

索を診療ガイドライン作成支援ワーキンググルー

プに依頼したい。学会の予算が限られているので、

費用を教えてほしい。 

A(河合) 

 現在、CQが 100件までのガイドラインは 20万

円、それ以降は CQが 50件増えるごとに 10万円。

ほとんどのガイドラインは CQ100件以内である。

文献入手には携わっていないので、文献代などの

追加費用はかからない。 

Q(工藤) 

 CQを 20件に絞った場合、もっと安くなるか。 

A(河合) 

 20万円以下の設定はないが、それ以上もかから

ない。 

A(向井) 

 よいガイドラインを作成しようとすると、経費

がかかる。Webで公開するなど、ガイドラインが

普及し利用者の利便性が上がる反面、収入が増え

る訳ではない。財源を確保することも重要な問題

である。 

Q(正会員個人・小嶋智美) 

 ガイドラインのトピックとしてパフォーマンス

評価が挙がっていたが、具体的な評価の進め方が

決まっていれば教えてほしい。 

A(吉田) 

 パフォーマンス評価については、国際的にワー

キンググループが組織され、相談を始めたばかり

である。ガイドラインが発行された前後で、患者

さんの薬・検査・死亡率・予後がどれだけ違うか

という評価は、既に行われている。今後は、一つ

の指標からガイドライン自体の影響力を測るだけ

ではなく、日本の医療がどれだけ良くなったか測

ることができるパフォーマンス評価であるクオリ

ティー・インディケーターと、ガイドライン中の

いくつかの指標でガイドラインの影響力を測るク

リニカル・インディケーターが注目される。 

A(向井) 

 乳癌学会は 30年前から乳癌登録というシステ

ムで患者さんの診療データを蓄積している。その

データを解析すればクオリティー・インディケー

ターが自動的に算出できる。6月の乳癌学会で発

表する予定である。 

Q(小嶋) 



 文献検索に限らず、ライブラリアンが支援でき

ることを教えてほしい。 

A(吉田) 

 検索結果が一度提出されただけで終わることは

ないので、「何度も気軽にお問合わせください」

という一言をもらえるとよい。ディスカッション

してもよいということを、作成委員会にうまく伝

えてほしい。「Q&A」を作るのもよい。 

A(向井) 

 ライブラリアンにお願いするのは違うかもしれ

ないが、一番お願いしたいのは、素案の原稿を書

くことである。NCCNのガイドラインは 3,4か月に

1回アップデートされるが、医師ではない専門の

ライターがいる。素案原稿を医師が修正する形な

ら、もっと短いインターバルで改訂が可能になり、

パフォーマンスも上がるのではないか。 

 

＜議論のまとめ＞ 

C(山口) 

 吉田先生から提案された Q&Aは大変よいアイデ

アなので、前向きに検討したい。向井先生からの

提案は責任が重いが、もっとガイドライン作成の

中に入り、CQ案を作成する一部を担うことなどは、

将来性があると思う。 

最後に、検索の再現率について。実際に検索し

て評価した具体的な例を見ると、再現率は 60%で

ある。つまり、診療ガイドラインのために文献検

索をしても役に立つ論文は 60%であり、残りの 40%

は、作成委員がハンドサーチや人から聞いて集め

た情報である。そうであるから、文献検索に 100%

期待されているとプレッシャーを感じる必要はな

い。次に、図書館員と医師が文献検索を行った結

果を比較した研究を見ると、図書館員の検索は医

師の約 2倍の再現率になるというデータが出てい

る。図書館員が行う文献検索は、100%完璧ではな

いが、医師が行う検索の再現率と比較すると 2倍

性能がよい。そのように考えて、診療ガイドライ

ンワーキンググループに積極的に参加してほしい。 


