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消費者健康情報提供サービスの今後
慶應義塾大学メディアセンター

所長

細野 公男

近年，健康やより良い治療への意識・関心が高まり，消費者健康情報の入手に対する市民
のニーズが強まっている．「患者の学びを手助け」，「患者のニーズに応えるために医学情報を
病院が提供」，「患者向け情報室が病院に」などといった見出しの新聞記事が見られるように
なったのは，その現われであろう．米国に比べてわが国での消費者健康情報の提供はまだま
だであると言われるが，この種の情報提供サービスに乗り出す機関が今後出現するのは，確
かのように思われる．
それではどのような機関がこの新しい活動を遂行するのであろうか．その候補としてまず
病院図書館（室）があげられる．実際大学病院の中には，一般市民向け病院図書館を開設し，
成果をあげているところがある．また，公共図書館もその候補である．
公共図書館では，これまでは健康や医療などの分野を対象としたサービスは取り扱ってこ
なかったが，近頃はこうした情報の提供が求められるようになってきた．その背景として前
述したような市民の意識の変化，とくに患者あるいはその家族自身が自分なりに勉強して，
納得できる治療法を選択したいとのニーズが顕在化してきたことがあげられる．書店に並ぶ
「健康・病気の本」と専門的な「医学書」は，多くの場合このようなニーズを的確に満たすも
のとは言いがたく，一般市民が直接自分の健康や治療に係わる情報を得る手段が少ないこと
が，その要因であろう．
現在，公共図書館が消費者健康情報の提供サービスに乗り出す動きがいろいろ見られる．
また日本図書館協会は，2004年4月から「市民への医学・医療情報支援研究委員会」を発足
させ，そのための活動を開始した．しかし公共図書館独自でこうしたサービスを展開するに
は限界があり，主題知識や経験の不足から誤った情報の提供，不的確な回答により利用者に
損害を与える恐れもある．さらに，冊子体やインターネットを問わず消費者健康情報を収集
する場合，有用な資料の収集や情報資源の正確性および最新さに関する評価を的確に行うこ
とは難しい．したがって，この種の活動を行うには，他の機関の支援・協力が必要である．
国際医学情報センターは，これまで医療従事者，製薬企業に対して種々の情報サービスを
提供してきた．このような事業はそれぞれの時代の影響を受けてきたが，今後の方向として，
市民を対象にした消費者健康情報サービスに直接あるいは間接に乗り出すことが考えられる．
そのための人材，基本的な知識・技術を持ち合わせているからである．間接的な係わり方で
は，病院図書館や公共図書館への支援という形態をとることになろう．その場合の活動とし
て，各種の情報・知識の提供，図書館員を対象とした研修事業などが考えられる．
住民レベルでの健康・医療情報の提供は，今後ますます盛んになると思われる．国の施策
として捉えることも必要であろう．その際，国際医学情報センターは，重要な役割を果たす
ことができるのではないだろうか．

EDITORIAL
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特集／第28回IMIC公開セミナー（2004年10月14日，大阪開催）

Evidence basedなリウマチ治療
―機能再建を中心に―

米延 策雄

はじめに

したがって，関節リウマチにおいては，ミクロ
レベルでは，免疫異常を治療するとともに，マク

関節リウマチ（以下RAと略す）は自己免疫疾患

ロレベルでは，運動機能障害の治療，すなわち機

の1つとされており，主病変は滑膜にある．関節内

能再建が欠かせないものとなる．事実，病因・病

で何かの自己抗原に対して抗体が産生され，免疫

態が不明であり，RAの経過を変える有効な薬物が

複合体が形成される．マクロファージや多核白血

なかったため，これら薬物療法，外科治療，そし

球がこれを貪食し，それらを分解するためリソゾ

てリハビリテーションが様々な目的，組み合わせ

ーム酵素が細胞内に産生・蓄積される．その後，

で行われてきた．しかし，免疫抑制剤や生物学的

このリソゾーム酵素が細胞外に放出されるが，こ

製剤の導入により，薬物療法に対する基本的な考

れが関節破壊を引き起こす（真の病因・病態は未

え方が変化してきた．また，evidenceに基づく治療

だ不明であり，このような単純な図式で描けるも

（evidence based medicine）の考え方が医療界全体に

のではないと考えられている）．RAをこのように捉

広がってきた．これらの状況から，RA治療につい

えると，細胞あるいは分子レベルの疾患とみるこ

てもガイドライン策定が求められ，平成12年に厚

とになる．そして，これらの一連の流れを止める

生労働省の作成研究班が設置され，すでに出され

ことが治療と理解でき，これを果たす薬物を用い

ていた診療ガイドラインの改訂版として出された

ることがRAの治療と考えることになる．

（第1版は，http://www.rheuma-net.or.jp/rheuma/rm140/

しかし，次のような見方をすると，RAは運動機
能障害の疾患と理解できる．すなわち，滑膜の炎
症が関節軟骨を破壊し，関節の構成要素である関
節包，靭帯付着部，さらには関節軟骨下の骨を侵
す．その結果，関節の機能が障害される（機能障
害／impairment）．さらに機能障害により，具体的
には歩行が困難になる，ものを持てないなどの能
力低下（disability）となり，家庭・社会生活におい
ては社会的不利（handicap）となる．何故なら，い
ったん破壊された関節軟骨は再生せず，関節軟骨
が傷ついた関節では破壊が進行するためである．
つまり，機能の再建が治療と考えることになる．
Kazuo Yonenobu
独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター
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副院長

講演風景

講演風景

講演風景

rm140-1.html）．ここでは，新たに出された診療ガ

たとえば，膝や股関節で痛みや運動療法の不足か

1）

イドライン を読み解くための基礎知識を，機能再

ら関節拘縮が生じる．これを長期間放置すれば，

建を中心に解説をする．

拘縮が高度になり，人工関節置換による関節形成
術を行っても関節拘縮のために可動性の回復が悪

1．機能再建法

く，荷重でのよい肢位がとれない場合には期待し
た結果が得られない．さらに関節置換術の長期成

失われた機能の再建は基本的には手術による．

績も悪くなる．また，骨破壊が進展すると，人工

その他，装具や自助具により機能補助が図られる．

関節のコンポーネントを受ける土台がなくなり，

まず，手術の概要を紹介する．

人工関節設置ができないか，そのための骨移植が
必要となり，治療成績に影響が生じる．したがっ

1）関節形成術

て，適切なタイミングで手術治療を受けることも

《手術の考え方・原理》

重要な要因である．

関節破壊が進行すると，痛みが強くなるととも
に，関節可動制限や支持性低下の関節機能障害が

《個々の手術の概略》

生じ，日常生活動作（Activity of Daily Living／ADL

①人工関節置換による関節形成術

と略す）が阻害される．したがって，治療は関節

手術は破壊された関節部分を人工関節に置き換

の機能である可動性と支持性を関節形成術により

えるものである．関節の構成要素を細かくみると，

再建する．四肢の大関節では人工関節置換により，

関節軟骨，それを支える骨，関節を包む関節包，

これを行う．手足の小関節では人工関節置換によ

骨をつなぐ靭帯，骨を動かす筋・腱となる．人工

る関節形成が現時点ではまだ困難な場合がある．

的に作成可能なものは軟骨とそれを支える骨に相

たとえば，足の小関節では，安定性よりも痛みな

当する部分であり，関節包，靭帯，腱付着を含め

く動くこと（可動性）が重要であるので，支持性

た人工関節は未だ作成できない．したがって，こ

再建より可動性獲得を優先して，破壊関節を取り

れらはそれぞれの関節のものを利用するが，これ

除く関節切除的関節形成術を行う．逆に，手はつ

らが破壊されていると再建の結果は関節によって

まむ，挟むなどの動作を行う．この場合，母指や

は限定的となる．以下に，関節ごとにおおよその

示指の一部の関節では，可動性よりも支持性が重

期待できる結果を示す．

要であるので，可動性を犠牲にし，支持性再建の

・股関節

ために，関節固定術を行う．

人工骨頭と人工臼蓋からなる人工関節を設置
（置換）により，可動性と安定性の2つの機能の再

《治療のタイミング》

建が可能である．この手術の完成度は高いので，

これも重要である．基本的には，進行が予想さ

比較的安定した成績が得られる．術後は比較的早

れる場合には早期に治療を行う方が成績はよい．

期からリハビリテーション（起立訓練，歩行練習
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会場風景

など）を行う．長期成績を含めた手術の結果にも
っとも大きく影響する因子は人工関節を受ける土

会場風景

②関節切除的関節形成術
破壊された関節を切除することで，炎症のある

台となる骨盤，大腿骨の強度である．

滑膜を除去して炎症の場をなくすとともに，痛み

・膝関節

の原因となっている破壊された軟骨（関節）をも

大腿骨と脛骨の2つのコンポーネントからなる人

除き，除痛を図るものである．このために，可動

工関節設置によりこれを行う．この手術の完成度

性はある程度獲得されるが，関節の安定性は損な

も高いので，可動性と安定性の2つの機能の再建が

われる．したがって，関節の機能として，痛みな

可能である．ただし，可動域では，完全に屈曲す

く動くこと（可動性）が安定性より，より求めら

るまでの可動性は得られない．つまり，正座や和

れる関節，すなわち足指，特に第2〜5足指に行わ

式トイレの利用はできない．この場合も手術成績

れる．手指の関節では支持性も関節機能として重

に影響するのはそれぞれのコンポーネントを受け

要であり，その再建を併せて行うために，インプ

る骨の強度である．その他には，関節の屈曲拘縮

ラントや人工関節を使用する．スワンソンシリコ

が強いとリハビリテーションに時間を要し，成績

ンインプラントがよく用いられている．術後は3週

も悪い．

間程度の固定を行うことが多い．その後に運動療

・肩関節

法を開始する．この手術の効果で，除痛効果は比

肩関節では，人工の臼蓋と骨頭を置換するもの
と人工骨頭のみを置換する術式がある．肩関節は

較的確実であるが，関節の運動あるいは支持機能
再建は限定されたものとなる．

自由度の大きな関節であり，それを可能にしてい
るのは関節包や腱である．現時点では，関節包や
腱付着の再建が困難であるため，獲得できる可動

③関節固定術
先とは逆に，関節でも可動性よりも支持性が，

域には限界がある．

より重要な関節がある．親指あるいは第1足指の指

・肘関節

節間関節などの関節である．つまり，これらの関

肘人工関節も同様に上腕骨と尺骨の2つのコンポ

節ではつまみや挟みの動作を行うことが多く，そ

ーネントからなる．肩関節と同じく，可動域の獲

の場合には関節を固定して使う．したがって，現

得の点で未だ問題がある．また，長期的にも骨と

時点での技術でこれを確実に得ようとすると，関

人工関節コンポーネントの間でのゆるみが生じる

節を動かなくさせてしまう固定術が行われる．こ

ことがある．

れが有用か否かを，固定装具を用いて試すことが

手関節，足関節では人工関節による関節形成は

できる．術後は，骨癒合が完成するまでの6週間前

未だ限局的である．指，足指の関節も同様の傾向

後はなんらかの固定が必要である．手術成績は，

となっている．

当然運動機能は完全になくなるが，除痛効果は確
実であり，効果も永続する．
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2）腱再建術
指の伸筋が手関節の背側で断裂することが多く，

合併症としてはむしろ重篤なものも生じる可能性
があり，慎重な適応が必要となっている．

伸筋支帯の滑膜炎が強いときに生じ易い．腱断裂

頚椎病変に対する外科治療のタイミングも重要

が生じると，当然運動ができなくなる．したがっ

である．基本的に除圧手術の成績は罹病期間と相

て，その縫合が必要となる．中手骨指節間関節の

関する．つまり，脊髄圧迫が長期間続くと，除圧

脱臼がある場合には断裂が生じても自覚しない場

を行っても脊髄機能の回復は得られないか，少な

合があり，長期間放置されることもある．早期に

い．したがって，脊髄の変化が，理論的には，可

治療が行われなかった場合，筋の退縮が生じ腱移

逆的なものである間に行う必要がある．実際には，

植や腱移行などが必要となる．術後は3〜6週間の

その可逆性を検査としてみることはできないので，

ギプス固定の後に装具を利用しながら，可動訓練

判断に悩むことになるが，リウマチ関節病変が重

などのリハビリテーションを行う．術後早期には再

度のものでは頚椎病変も重度となるので，全体の

断裂の危険性があるが，これを過ぎると安定する．

評価を含めて，判断する ．

3）脊椎固定，除圧術

4）滑膜切除術

RAでは頚椎にも高頻度に病変が生じる．特に，

2, 3）

機能再建を直接の目標とした手術ではないが，

上位頚椎（環椎−軸椎）での頻度は高く，環軸椎

リウマチの外科治療としては古くから行われてい

亜脱臼や軸椎垂直亜脱臼が生じる．これらの病変

るもので，炎症滑膜を切除することにより局所炎

により，脊髄が圧迫されて麻痺が生じると，関節

症のコントロールを行うものである．手首，肘，

機能障害に麻痺が加重することになり，患者の機

膝などの限られた関節に強い痛みを伴う腫れが続

能障害は一段と重くなる．したがって，頚椎病変

くときに，この手術の適応となる．関節構造が壊

の治療はRA患者の運動機能維持の観点からは重要

れていれば，この手術は適応とならない．滑膜切

である．さらに，この部位で神経障害は延髄下部

除自体は他の手術の際に併せてしばしば行われる．

にまで及ぶ可能性があり，その場合には呼吸麻痺

術後は，関節鏡を用いた滑膜切除術では，術後数

など致死的な障害が生じる．すなわち，頚椎病変

日の局所の安静の後，関節可動訓練，また起立や

は関節病変とは違って生命予後にも直接に影響す

歩行の練習を行う．その効果の持続は限定的なもの

るものである．

になり，薬物療法による全身の炎症のコントロー

外科治療の適応は，頚椎病変（環軸椎，あるい

ルがうまく行かなければ，滑膜の炎症は再発する．

は下位頚椎亜脱臼）による脊髄麻痺である．また，
装具などでとれない頸部の痛み（頑固な後頭部痛）

2．外科治療に関わるEBM

も手術療法の対象となる．
頚椎病変は基本的に亜脱臼という状態にあるた

RAの外科治療について，EBMの見地からは多く

め，これを整復してその位置を維持することが必

の問題が残されている ．外科治療全般についてい

要になる．現時点では可動性を保ったまま，整復

えることであるが，臨床試験において，いわゆる

位を保持する技術がないために，固定術を行う．

randomizationが困難である，blindが困難である，介

加えて，必要に応じて，脊髄や神経根の除圧を行

入（手術）の均一性が確認困難であるなどいくつ

う．固定術（骨癒合）が完成するまで，固定部分

かの理由から，エビデンスレベルの高い試験が行

の安静が必要である．このために，かつては長期

われていない．したがって，RA外科治療に関して

間の安静臥床，あるいは頭部から体幹をギプスで

は，質の高い臨床研究の遂行が求められている段

固めるなど術後も患者に身体的，精神的負担を強

階といえる．

4）

いるものであった．しかし，スクリューやロッド
を用いた手術（脊椎インスツルメンテーション手

3．外科治療の将来

術と呼ばれる）が行われるようになり，極端な場
合には術後翌日から座ることや立つことが可能と

外科治療の問題点は，まずそれが侵襲性の治療

なった．ただ，手術が簡単になった訳ではなく，

であること，そして技術に依存することである．

あいみっく 25 (3・4) 2004−7

つまり，後者について少し詳しく述べると，ある

前のシミュレーションや術後のリハビリテーショ

手術をそれに手慣れた術者が行った場合の治療成

ンにも活用可能である．さらに，これらのデータ

績は，ある意味ではその手術の成績といえる．一

は各個人のデータであるので，これに従った外科

方，同じ手術を多くの外科医が行った場合の成績

治療はある意味でのテーラーメイド治療であり，

には個々の外科医の

が関わってくる．しか

これに治療成績に関する高いエビデンスレベルの

し，1人の術者がすべての手術を行うことは不可能

データが加わると，より高いレベルの外科治療が

であり，現実としては後者での成績が一般的な成

展開できるものと考える．

腕

績と理解できる．
参考文献

Evidence basedな外科治療をするために，努力や
工夫が行われている．たとえば， 手術

の標準化

である．実際に，人工関節手術では人工関節がシ
ステムとして開発されている．つまり，手術の手
順，道具いずれもその人工関節について開発，作

1）厚生労働省研究班編．関節リウマチの診断マニュアル（改
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椎病変の自然経過．臨床整形外科 1989；24：551-556．

成されたものを用い，手術の出来上がりが術者に

3）藤原桂樹，米延策雄，越智隆弘，小野啓郎．慢性関節リウ

よらずに一定となるように工夫されている．これ

マチに伴う上位頚椎病変―自然経過を中心として―．脊椎

をさらに高めるためにコンピュータ支援を導入し
て，手術計画の標準化，さらには手術支援ロボッ

脊髄ジャーナル 1989；2：723-730．
4）米延策雄．関節リウマチに関する臨床エビデンス

頚椎病

変とエビデンス．EBMジャーナル 2003；4：548-551．

トの導入などによる手術の一部工程の自動化，あ
るいは手術ナビゲーションによる手術計画の忠実

本論文は，第28回IMIC公開セミナー（2004年10

な実施などである．これらの考え方や技術は，各

月14日，大阪千里ライフサイエンスセンターにて

種画像検査データ（コンピュータレントゲン断層，

開催）での講演内容に沿って書き下ろした論文と

磁気共鳴撮像検査など）がデジタルであることか

なっています．

ら，行われているが，それをさらに進めると，術
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特集／第28回IMIC公開セミナー（2004年10月14日，大阪開催）

関節リウマチ（RA）の薬物治療における新しい流れ

佐伯 行彦

はじめに

近，示され，画期的な治療として注目されている．
本稿では，RAの薬物治療における，このような

最近の10数年で関節リウマチ（RA）の薬物治療

新しい流れについて解説したい．

は大きく変わった．このRAの薬物治療における変
化には，主に3つの大きな変化がある．まず，1つ

1． RAの病態形成における分子機構（図1）

目の変化は，RAの骨破壊の進行が従来考えられて
いた以上に早いということが判ってきたために，

RAの病因は現在でも，まだ，完全には解明され

診断をより早くして，進行（骨破壊）をできるだ

ていないが，病態形成機構は分子レベルで明らか

け抑えるために最初からメソトレキセートを中心

になってきた．まず，遺伝的な背景のもとに，感

とした抗リウマチ薬による強い治療をするように

染（ウイルスなど）をトリガーとしてT細胞を中心

なったことである．2つ目は，ステロイド剤の使用

とした自己免疫が生じる．そして，関節滑膜に増

に関することで，ステロイド剤を積極的に使うべ

殖性炎症が誘導され，主として増殖した滑膜細胞

きかどうかについては長年議論があったが，大規

や病変局所に浸潤した炎症細胞などからサイトカ

模な臨床試験の結果，現在ではステロイド剤は少

インを含む多種多彩なケミカルメディエーターが

量であればRAの治療においてプラスになるものと

過剰産生され，関節を主座とした全身の炎症が生

考えられている．もう1つの変化は，最も大きな変

じるものと考えられている．また，RAの軟骨／骨

化で，モノクローナル抗体などの生物製剤を用い

破壊は主に破骨細胞による骨吸収の亢進により生

た分子標的治療が可能になったことである．RAの
病因は現在でも，まだ完全に解明されたわけでは
ないが，病態に関わる物質／分子が判明し，中で
もTNFα，IL-1，IL-6といった，いわゆる炎症性サ
イトカインが病態形成において中心的な役割を果
たしていることが明らかになった．そして，これら
の炎症性サイトカインを標的とした分子標的治療
が遺伝子工学の発達によりモノクローナル抗体な
どの生物製剤を用いて行えるようになった．この
抗サイトカイン療法は，RAの臨床上の最も重大な
問題である骨破壊を抑止するとの臨床データが最
Yukihiko Saeki
独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター

講演風景

臨床研究部長
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トリガー
自己反応性T細胞

遺伝的要因
環境的要因

血管

HLA
infection

接着分子

自己免疫

T cell
autoantibody

関節
滑膜（パンヌス）

炎症
サイトカイン

B細胞

軟骨

cytokines
PG, LT etc
protease
NO

組織破壊

骨

図1

RAの発症機構と治療の標的分子
講演風景

じることが判明し，各病態形成における責任分
子／細胞が明らかになってきた．

1）

しかしながら，Kirwanらの報告 に代表されるよう
に，大規模な臨床試験の結果，ステロイド剤は少

2．早期から積極的に治療する―
メソトレキセート
（MTX）を中心とした治療

量であればRAの骨破壊の進行を抑えるとのエビデ
ンスが示され，RA治療においてステロイド剤は少
量であればプラスになると考えられるようになっ

つい最近まで，いわゆるピラミッド療法に代表

た．また，ビスホスフォネートの登場により，ス

されるように，RAの治療は非ステロイド系抗炎症

テロイド剤による骨粗鬆症の対策／治療が可能と

剤（NSAID）を中心とした，比較的副作用が少な

なり，現在では，RAの治療において少量のステロ

いと考えられている薬剤を順に用いる，ステップ

イド剤は積極的に使用されるようになっている．

アップ治療が主流であった．しかしながら，RAの
骨破壊がこれまで考えられていた以上に早期に出
現する（約70%のRA患者において発症後2年以内に
骨破壊がX線上で認められる）こと，NSAIDでは

4． 病態生理
（分子機構）に基づいた治療―
生物製剤による分子標的治療
（とくに抗サイトカイン療法）

RAの関節破壊の予後を改善することができないこ
と，さらに，NSAIDも長期使用により胃腸障害や

図1のようにRAの病態形成の分子機構が明らかさ

腎障害などの重大な副作用が生じることがあるこ

れ，各ステップでの責任分子（あるいは細胞）が

となどから，できるだけ，早期に診断を確定し，

明らかになってきた．とくに，TNFα，IL-1，IL-6

確定した時点で速やかにMTXを中心とした抗リウ

などの炎症性サイトカインは，それらのもつ生物

マチ剤を用いて治療を開始するようになった．さ

活性や関節炎の動物モデルや遺伝子改変動物（ノ

らに，抗リウマチ剤が単独で有効でない場合には，

ックアウトマウスなど）を用いた実験

複数の抗リウマチ剤によるコンビネーション治療

それらを標的とした治療の可能性が示唆されてい

が行なわれる．

た．一方，遺伝子工学のめざましい進歩により，

2−8）

により，

臨床に実際に使用できる生物製剤を創ることが可

3．少量のステロイド剤は積極的に使う―
ステロイド剤の容認

能となってきた．このような背景で，とくにTNFα，
IL-1，IL-6などの炎症性サイトカインを標的とした
モノクローナル抗体などの生物製剤を用いた治療

RAの治療において，ステロイド剤を積極的に使
うべきかどうかについては長年議論があった．と

が開発され，臨床試験ですばらしい有効性が実証
され，臨床の場で使用されるようになってきた．

くに，ステロイド剤による骨粗鬆症の増悪はRAの

RAにおける抗サイトカイン療法は，1993年の英

骨破壊を促進させるとの考えから，ステロイド剤

国のケネディー研究所のFeldmann博士とMaini博士

の強力な抗炎症作用は認めるものの，ステロイド

らのグループによる，TNFαを標的としたキメラ型

剤の投与に関しては，一般的に消極的であった．

のモノクローナル抗体を用いた治療試験の報告に
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X線スコアの変化

20

総スコア
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＊

＊
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Every 4 weeks

Every 8 weeks

Every 4 weeks

infliximab
Means±SD.
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図3
図2

Lipsky P E et al. N Engl J Med. 2000;343:1594.

54週後のX線写真上の軟骨・骨破壊スコアの変化

サイトカインのアンバランス

RAにおけるもっとも重大な臨床上の問題である骨
はじまる

9，10）

．そのすばらしい有効性により一斉に

破壊を抑止するとのデータも報告され（図3），本

注目をあびた．その後は周知のごとく，生物製剤

当の意味でのDisease Modifying Drugとして期待され

を用いた各種抗サイトカイン療法が開発され，臨

ている．副作用について重篤な感染症，とくに結

床試験が重ねられ，すでに一部は欧米だけでなく

核の発症が危惧されている．結核の発症は，抗体

本邦でもRAの治療薬として承認され（表1），現在

治療を開始して，ほとんどが6か月以内（ピークは

では切り札的治療薬として期待されている．

2〜3か月）で，潜在的な結核の再活性化によるも

この抗サイトカイン療法の基本理論は，RAにお

のと考えられている．投与前の厳密な結核のスク

いては炎症性サイトカイン群と抗炎症サイトカイ

リーニングやリスクのある患者では抗結核剤（イ

ン群とのバランスが前者に偏いているので，炎症

ソニアジド）の予防投与も行われている．悪性腫

性サイトカインを中和し，バランスを是正すると

瘍については統計学的には有意なデータは今のと

いう単純なシーソー理論である（図2）．当初，免

ころ報告されていないが，注意は必要と考えられ

疫学者やリウマチ臨床医の多くは，これらの炎症

る．この他にも，自己免疫疾患（特にループス）

性サイトカインがもつ生物活性の多重性やサイト

の発症，慢性心不全や脱随疾患の増悪との関連が

カイン間でのネットワークの存在から，1つのサイ

示唆され，留意が必要である．他のTNF阻害剤（エ

トカインを制御することがこれほどの効果をもた

タネルセプト／エンブレル，アダリムマブ／ヒュ

らすとは予想していなかった．しかしながら，彼

ーミラ）でも有効性や副作用についてはほぼ同様

らによって行われた，キメラ型のモノクローナル

の結果が報告されている．また，TNF以外にIL-1阻

抗体（cA2／インフリキシマブ／レミケード）を用

害剤（アナキンラ／キネレット）やIL-6 阻害剤

いた最初の臨床試験の結果は予想を大きく覆すも

（MRA／アトリズマブ）についても承認に向けて治

のであった．最近，1年以上の長期大規模試験で，
表1
製

剤

験が精力的に進められている．

生物学的製剤

標的とする
サイトカイン

一般名

商品名

可溶性TNFレセプター
融合蛋白

TNFα,β

エタネルセプト

Enbrel

キメラ型抗TNFα
モノクローナル抗体

TNFα

インフリキシマブ

Remicade

ヒト抗TNFα
モノクローナル抗体

TNFα

アダリムマブ（D2E7）

Humira

IL-1レセプター拮抗薬

IL-1

アナキンラ

Kineret

ヒト化抗IL-6レセプター抗体

IL-6

アトリズマブ（MRA）

承認予定

承認済

治験中

治験中

―
治験中（阪大／中外）
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うな薬物治療が開発されることが期待される．
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（治癒を導く薬剤ではない）ことなど課題や限界が
ある．

本論文は，第28回IMIC公開セミナー（2004年10
月14日，大阪千里ライフサイエンスセンターにて

おわりに

開催）での講演内容に沿って書き下ろした論文と
なっています．

この10数年でRAの薬物治療は大きく変わった．
実際に，RAの患者の日常生活活動性（ADL）を高
レベルで維持することや骨破壊の抑止も可能とな
ってきた．しかしながら，このような光明は得た
ものの，まだまだRA患者を満足させることはでき
ていない．RAを治癒させること，また，一度破壊
された骨／関節を復元することは不可能である．
今後，治癒をもたらす薬剤や再生医療を応用した
薬物治療により骨／関節の修復をも可能にするよ
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厚生労働科学研究「根拠に基づく診療ガイドラインの適切
な作成・利用・普及に向けた基盤整備に関する研究：
患者・医療消費者の参加推進に向けて」のご紹介

中山 健夫

1．医療者を越えた診療ガイドライン
の位置づけ
近年，EBMの手法による「診療ガイドライン」
の作成とその動きに関連する諸問題が社会的にも

費者，法律家，マスメディア関係者などが協力し
て取り組むべき社会的課題であると言えます．

2．診療ガイドライン作成方法の成熟：
患者・消費者参加に向けて

注目されつつあります．しかし「診療ガイドライ
ン」の意義や役割について関係者が十分な認識を

診療ガイドラインの作成は従来，各領域の指導

共有しているとは言えないのが現状です．「診療ガ

的臨床医が中心となって取り組まれてきていまし

イドライン」の本来の定義は次の通りです．

たが，EBMの手法が重視されるようになり，そこ
に臨床疫学者や図書館員などの新たなエキスパー

「特定の臨床状況において，適切な判断を行なう

トが参加しつつあります．診療ガイドライン作成

ために，医療者と患者を支援する目的で系統的に

プロセスの成熟という視点からは，これからは，

作成された文書」（米国 Institute of Medicine, 1990）

実地臨床を担うプライマリケア医，そして患者・
医療消費者の参加を検討する段階に入りつつある

このように診療ガイドラインは，医療者と患者

と言えるでしょう．特に後者は，「診療ガイドライ

双方の意思決定を支援することを本来の目的とし

ン作成の手引き（福井・丹後）」でも当初から言及

ていますが，その内容は一般論であり，臨床場面

されていましたが，実体化された取り組みとはな

では固有の状況を考慮して，診療ガイドラインを

っていませんでした．

参考にしながら，個別の判断が行なわれる必要が

（ここでは患者・医療消費者と区別していますが，

あるものです．しかし，今後，診療ガイドライン

患者は当然医療消費者に含まれます．医療消費者

情報の普及と共に，それを確固とした判断の指針

は，患者本人に加え，患者家族，今後，患者にな

と捉える医療消費者も増えていくでしょうし，医

る可能性のある人々を含む広い用語です．まだ医

療訴訟の判断基準として社会的に認識されていく

療関係者の間では，医療消費者という考え方が馴

ことも懸念されます．その結果，医療者が過剰な

染まれていないため，本稿では患者と医療消費者

defensive medicine

の傾向を強める可能性も否定で

をあえて併記しています．）

きません．「診療ガイドライン」をどのように使っ

患者・医療消費者は，有効・安全，そして満足

ていくべきか，という問題は，医療者だけではな

度の高い医療の実現を目指す上で大きな社会的資

く，疾患を持つ人々，その介護者，一般の医療消

源と位置づけられます．現在，その力が十分に発

Takeo Nakayama
京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻健康情報学分野

助教授

あいみっく 25 (3・4) 2004−13

揮されていないのは，適切な形で人材・技能が育

EBM）の誕生後，多くの場面で医療関係者は医療

成されていないことが一因と言えるかもしれませ

行為の有効性の再検討を迫られています．それと

ん．医療者と一般の患者の「間に入れる」ような

共に，不確実性や不可避のリスクの中に医療があ

人 材 を 欧 米 で は ， Patient advocate, Patient

るという認識は，医療関係者の中で浸透しつつあ

representative, Mediatorなどと呼ばれています．これ

ります．同時にインターネットの普及による情報

らの人材をわが国の土壌にあった形で育成してい

伝達・人的ネットワークの変化は，医療における

くことは，患者参加への関心が高まると共に，医

患者・消費者参加を進める動きも加速させました．

療の有効性・安全性への信頼に疑問が投げかけら

医療に関する情報は，その不確かさやリスクも含

れつつある今日，緊急に取り組む必要性の高い研

めて，インフォームド・コンセント，そしてshared

究課題の1つです．

decision makingに向けて，関係者に適切な形で共有

個々の臨床場面でも社会的な局面でも，今日の

されることが求められています．しかし，準備状

医療を巡る諸問題は必要な情報の開示・伝達不全，

態にない患者に対して，その役割を期待し，一方

コミュニケーションの齟齬に起因することが少な

的な情報提供を行なうことは本末転倒です．個人

くありません．筆者らは，平成16年度から厚生労

レベルであれ，医療関係者に対する社会一般とい

働科学研究の一環として，診療ガイドライン作成

う集団レベルであれ，両者の良好な関係構築のた

班の専門医を含む医師，法律家，マスメディア関

めには，互いの特性を知り，対話に基づいたコミ

係者，そして患者・消費者グループの協力を得て，

ュニケーションを継続する必要があるでしょう．

「診療ガイドライン」の適切な作成・利用・普及に

本研究で取り組む課題のひとつとして，日本的な

向けた基盤整備を進めると共に，より良い医療環

Patient advocateの在り方の検討を通して，診療ガイ

境の実現に向けて患者・消費者と医療者の対話型

ドライン作成段階に参加できる人材育成のプログ

コミュニケーション推進に関する研究を開始しま

ラム開発にも取り組む予定です．

した．

患者・消費者が適切な形で関与する「診療ガイ
ドライン」作成作業は一朝一夕に進むものではあ

3．本研究班の目的と必要性

りません．しかし，その過程で患者・消費者が医
療の不確実性，限界，リスク，そして医療者の真

筆者らの研究班は，医療関係者のみならず一般

摯な努力を知ることで，医療への信頼が回復され

の人々からも注目されつつある「診療ガイドライ

れば，短絡的な医療の質判断や法的判断の基準と

ン」の適切な作成，利用，普及を進めると共に，

しての乱用されることに，適切な形で歯止めとな

医療の質・信頼性の向上を目指して，関係者の対

る可能性も十分ありえるでしょう．加えて診療ガ

話型コミュニケーションを推進することを目的と

イドライン作成に携わってきた臨床医側の受け容

しています．

れ体勢について，その促進・阻害要因を明らかに

今日，医療の諸問題に対する社会の関心はこれ

しすることも，患者と医療者の関係の再構築に向

までに無い高まりを見せています．一般の人々が

けて，有益な示唆を与えるものとなるでしょう．

医療に対して抱く期待の大きさと，マスメディア

本班では，診療ガイドライン作成段階における患

が扱う医療過誤・訴訟の報道は，医療に対する社

者・消費者の参加の可能性を広い視点で検討して

会の認識を不安定でバランスを欠いたものとする

いくものです．実際の会議での参加・発言だけで

危険も否定できません．実際の医療が，最大限の

はなく，患者やその家族などを対象としたグルー

努力によっても不確かな科学的根拠の上に成り立

プインタビュー，一定の患者集団を把握した上で

ち，最大限の注意を払っても一定の事故（エラー）

の，質問票調査，インターネットを用いたWeb調査

は生じ得ることについて，一般の人々に理解を得

など，それぞれの可能性と課題を整理することを

ることは容易ではありません．大きな期待の反動

目指しています．

で不信感が広まることは，医療者・患者双方にと
って望ましい状況とはいえないでしょう．
根拠に基づく医療（Evidence-based Medicine：
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4．海外の動向

して来られた篠原幸人教授（東海大学），整形外科
領域のガイドライン作成の責任者を務められた松

質の高い診療ガイドライン作成と利用・普及を

下隆教授（帝京大学），急性膵炎など肝胆膵領域の

通じた医療の質の向上は世界的に大きな関心とな

ガイドライン作成を進められている吉田雅博先生

っています．2000年には欧州を中心とした，

（帝京大学）のご参加を得て，横断的に情報の交換

AGREE（Appraisal of Guidelines for Research &

と議論を進める準備を進めております．また疫

Evaluation）Projectが発足し，6領域23項目の評価法

学・臨床疫学の専門家だけではなく，質的研究の

を提案し，2003年には米国グループによる

専門家にもご協力を頂いております．患者・医療

Conference on Guideline Standardization （COGS）が

消費者の組織として，NPO法人COML（支えあい医

診療ガイドラインの作成・記述に際しての必要項

療人権センター）とアレルギー児支援団体アラジ

目を提示しています．いずれも診療ガイドライン

ーポット，その他の患者会にご協力を頂く予定で

に患者の視点を作成・利用段階で取り入れること

すが，今後，本班の趣旨をご理解いただける他の

の意義が明記されています．2002年にはWHOを含

団体ともコミュニケーションを図って行きたいと

む24カ国46組織よりなる

願っています．

Guideline International

Net（GIN） が発足し，2004年にはGRADE

8月30日に開催された班会議には，分担研究者，

working groupがエビデンスの評価から推奨度の決定

研究協力者，マスメディア関係者あわせて約30名

に新しい提案を行なっています．国内におけるこ

の出席があり，3時間余りにわたって熱心な議論が

れからの診療ガイドラインの在り方を考える上で，

行なわれました．今冬には，本年度第1回の公開フ

これらの国際的な動向にも適切な注意を払ってい

ォーラムを東京で開催します（12月7日，全国町村

くことが必要となります．

会館で実施済）ので，多くの方々のご参加を願っ

診療ガイドライン作成・利用・普及における患

ております．

者・消費者の参加は既に欧米では取り組みが進ん
でいます．英国（England & Wales）では医療の質

以上，診療ガイドラインをめぐる新しい取り組

向上に向けて設置されたNICE（National Institute for

みについてご紹介させて頂きました．ご関心をお

Clinical Excellence）が，診療ガイドライン関連の諸

持ちの方は中山健夫（nakayama@pbh.med.kyoto-

課題の責任を負っていますが，その中で，患者参

u.ac.jp）までどうぞご連絡下さい．

加をコーディネートしているのが，Patient
Involvement Unit（PIU）と呼ばれる組織です．筆者
は2003年3月にPIUを訪問し，診療ガイドライン作

厚生労働科学研究「根拠に基づく診療ガイドライ

成における

ンの適切な作成・利用・普及に向けた基盤整備に

stakeholders（利害関係者） の調整，

患者・消費者代表の適切な選定，さらに実作業に

関する研究：患者・医療消費者の参加推進に向け

入る前の準備としてのトレーニングセッションの

て」研究班

開催など有益な情報を得ることができました．
2005年3月にはPIUのDirectorである，Marcia Kelson
先生を招聘して，公開シンポジウムを東京と京都

〈主任研究者〉
中山 健夫

京都大学大学院医学研究科社会健
康医学系専攻健康情報学助教授

で開催する予定ですので，ご関心をお持ちの方は
ぜひご参加下さい．

〈分担研究者〉
稲葉 一人

5．

本研究班の発足にあたって

（元大阪地裁判事）
今中 雄一

本研究班は15名の分担研究者のうち，12名が医
師（診療ガイドガイドライン作成班からの臨床医3

科学技術文明研究所特別研究員
京都大学大学院医学研究科社会健
康医学系専攻医療経済分野教授

木内 貴弘

東京大学大学院医学系研究科医療

名），3名が非医療者という構成です（表）．臨床医

情報学教授（大学病院医療情報ネ

の立場として，脳卒中ガイドライン作成をリード

ットワーク：UMIN センター長）
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篠原 幸人

東海大学医学部神経内科学教授
（東海大学東京病院脳卒中・神経セ
ンター長，日本脳卒中学会理事長）

杉森 裕樹
都

林

葉子

帝京大学医学部整形外科教授

隆

三木 健二

大阪国際大学客員教授（元読売新
聞論説委員）

山崎 茂明

愛知淑徳大学文学部図書館情報学
科図書館情報学教授

吉田 雅博

帝京大学医学部外科学講師

東京大学大学院薬学系研究科医薬
経済学客員教授

野村 英樹

松下

東京大学大学院医学系研究科健康
学習・教育学助手

津谷喜一郎

聖路加国際病院副院長

聖マリアンナ医科大学医学部予防
医学講師

高橋

福井 次矢

〈事務局〉

金沢大学医学部附属病院総合診療
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部総合臨床医学助教授
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EBM診療ガイドライン作成のステップと問題点
―作成支援の経験から―

重永 敦，鈴木 博道，葉山 和美，西岡 文美，薄葉 千穂

はじめに

疾患別診療ガイドライン開発への厚生労働科学研
究費による補助が始まり，2003年度までに23疾患

患者と医療従事者の臨床上の意思決定支援ツー

がその対象となっている（表1）．

ルである診療ガイドラインは現在に至るまで多数

（財）国際医学情報センターでは，それまでのエ

開発されてきているが，現在その方法論の主流は，

ビデンス集作成やEBM関連業務の経験を基に，

EBM（Evidence-Based Medicine）の手法によるもの

2000年よりEBM診療ガイドライン作成支援業務を

である．

開始し，上記のうち半数近くのガイドライン作成

本稿では，EBM診療ガイドライン作成支援に関

に関与している．また，厚生労働科学研究費関係

わってきた経験から，ガイドラインの作成作業と

以外でも，各種学会が独自に進めているEBM診療

付随する問題点について述べる．

ガイドライン開発の支援を行っている．

1．EBM診療ガイドライン開発と
当センターの取り組み

2．作成のステップ
診療ガイドラインの開発手順については海外の

日本では1998（平成10）年度に厚生労働省（旧

ガイドライン作成機関がホームページで公開して

厚生省）が設置した「医療技術評価推進検討会」

いるものがいくつかあるが（表2），国内では厚生

においてevidence-basedな治療ガイドラインの作成

労働省のガイドライン研究班向けに作成され，何

が検討された．翌1999年度からEBMの手法による

度か改訂されてきた「診療ガイドラインの作成の

表1

厚生労働科学研究費補助金医療技術評価総合研究によるEBM診療ガイドラインの作成

平成11年開始

平成12年開始

平成13年開始

平成14年開始

平成15年開始

本態性高血圧症

白内障

糖尿病

胃潰瘍

肺がん

脳出血

急性胆道炎

乳がん

腰椎椎間板ヘルニア

尿路結石症

喘息

クモ膜下出血

胃がん

大腿骨頚部骨折

前立腺がん

急性心筋梗塞

腰痛症

アルツハイマー病

肝がん

前立腺肥大及び尿失禁

アレルギー性鼻炎
脳梗塞
慢性関節リウマチ

Atsushi Shigenaga, Hiromichi Suzuki, Kazumi Hayama, Ayami Nishioka, Chio Usuba
財団法人国際医学情報センター EBM支援センター
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http://www.cbo.nl/
home_html

http://www.
uni-duesseldorf.de/AWMF/
awmf-fr2.htm

http://www.niph.go.jp/

http://www.g-i-n.net/

Committee of Ministers
of the Council of Europe

http://www.g-i-n.net/download/files/COErec1301.pdf

http://mercurio.iqs.pt/

http://gacguidelines.ca/

http://www.fmh.ch/ww/de/pub/
homepage.htm

http://www.nzgg.org.nz/

http://www.moh.gov.my/

http://www.who.int/
medicines/

http://www.sign.ac.uk/

http://www.pnlg.it/

http://mercurio.iqs.pt/protocolos_avalia ％ c3％ a7％ c3％ a3o_cl ％ IQS（PT）- Institute for
c3％adnica.htm#_Toc494560338
Quality in Healthcare

http://gacguidelines.ca/index.pl？section=process

New Zealand Guidelines
Group（NZGG）

http://www.nzgg.org.nz/index.cfm ？ fuseaction=evidence＆
fusesubaction=article＆documentid=10＆articleID=99
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Scottish Intercollegiate
Guidelines Network
（SIGN）

WHO - World Health
Organisation
HTA Unit, Ministry of
http://www.moh.gov.my/medical/HTA/Web ％ 20CPG/Guideline ％
Health, Malaysia（HTA20for％20Clinical％20Practice％20Guidelines.pdf
DoH）

http://www.who.int/medicines/organization/par/edl/expcom14/guid
_for_guid.pdf

http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/50/index.html
http://www.sign.ac.uk/methodology/index.html

http://www.pnlg.it/doc/manuale.htm

Programma nazionale
delle linee guida（PNLG）

http://www.nice.org.uk

National Institute for
Clinical Excellence
（NICE）

http://www.nice.org.uk/page.aspx？o=114268
http://www.nice.org.uk/page.aspx？o=201982

http://www.duodecim.fi/

The Finnish Medical
Society Duodecim

http://www.duodecim.fi/pls/kotisivut/kotisivut.duodecim.naytasivu
？p_sivu=3237

http://www.g-i-n.net/

作成者/掲載元 URL

Guidelines International
Network（G-I-N）

作成者

http://www.g-i-n.net/index.cfm ？ fuseaction=membersarea＆
fusesubaction=docs＆documentID=22

資料URL

13

Portuguese Guideline Manual
11 （Development, Dissemination and
Implementation of Guidelines）
Developing a Methodology for
Drawing up Guidelines on Best
12
Medical Practices - Recommendation
of the Council of Europe

SIGN 50:A guideline developers’
handbook
SIGN Methodology

Guidelien Resources DEVELOPMENT TOOLS ＆
RESOURCES
Current Care Guidelines Programme Information
The Guideline Development Process An Overview for Stakeholders, the
Public and the NHS
Guideline Development Methods
Manuale metodologico per la
redazione e disseminazione delle
linee guida basate sulle prove di
efficacia

5

4

3

2

1

no.

1992

1994

情報検索日：2004/11/4

カナダ、オンタリオ州のGL作成委員会の推奨
プロセス

GL作成方法のテクニカルなマニュアル

オー ストラリア 国 立 保 健 医 療 研 究 審 議 会
（NHMRC）
によるGL作成ガイド

全国保健認定評価公社（ANAES）によるGL作
成の方法論

1997
updated
1999
1998

オランダの医療の質改善研究所CBOによるGL
作成マニュアル

German Association of the Scinetific Medical
Societies （AWMF） によるGL作成の方法論、
マニュアル

診療ガイドライン研究班向け厚生労働省資料

欧州評議会の閣僚委員会で採択されたGL作
成の方法論

ポルトガルの医療の質研究機関によるGL作成
手順

カナダ医師会によるGL作成手順

ニュージーランドの国立保健委員会（National
Health Committee）により設立されたGL作成グ
ループのハンドブック。他に複数のGL作成支
援ツールあり
スイス医師会（FMH）によるGL作成のための
GL
（ドイツ語）

マレーシア保健省によるGL作成手順

2000

2000

2001

2001

2002

2003

2003

2003

2003

WHOが推奨するGL作成プロセス

スコットランドの大学間共同プロジェクトによる
GL作成のためのハンドブック
GL作成スケジュール、方法論の3つの基本原
則など

2001
updated
2004
2002
2003

イタリアのGL作成機関
（PNLG）
のマニュアル

英国の国営医療機関
（National Health Service）
に属する医療評価機関NICEにおけるGL作成
プロセス

フィンランドのGL作成手順

GL作成のための各国のツール・資源の紹介

備考

2002
updated
2004

2004

2004

2004

作成年

表2
診断ガイドライン開発手順に関する資料

表3 ガイドラインの作成体制例

START

役割
統括

委員長
実務担当

1）組織編成

5）文献検索

2）全体構想と予備
調査

6）書誌データの処
理・加工と文献の一
次選択

11）ガイドラインの
公開

3）委員会開催とア
ウトラインの設定

7）文献の手配とア
ブストラクトフォーム
の作成（文献の二
次選択）

12）ガイドライン
評価

文献選択の統括
各章間の調整
章別責任者 文献選択
アブストラクトフォームとりまとめ
Scientific Statement 記述
査読担当者 文献最終選択
アブストラクトフォーム作成（批判的吟味）
評価担当者 評価・点検

1）

手順」 が多くの研究班で参考にされている．
当センターの開発支援の経験を基にすると，作
成ステップは（図1）のようになる．

4）リサーチクエスチ
ョンの設定

8）Scientific
statementの執筆

（更新・改訂）

1）組織編成
委員長（班長），委員長直属の実務担当者（まと
9）推奨の執筆

め役），診断・治療等各章の責任者，文献選択担当
者，文献査読（アブストラクトフォーム作成）者，
レビューワなどで構成される組織の枠組みを作る

10）編集

（表3）
．
作業的見地に立つと，ガイドライン作りの成功

図1

表4

1

CMA Infobase

2

The National Guideline Clearinghouse（NGC）
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen
Medizinischen Fachgesellschaften（AWMF）
Association of the Scientific Medical Societies in
Germany
Centers for Disease Control and Prevention（CDC）
Prevention Guidelines Database
Royal College of Physicians of London, Clinical
Effectiveness and Evaluation Unit（CEEU）

4
5

6

National Institute for Clinical Excellence
（NICE）, part
of the National Health Service（NHS）

7

Scottish Intercollegiate Guidelines Network
（SIGN）
ACP-ASIM Clinical Practice Guidelines（American
8 College of Physicians-American Society of Internal
Medicine）
National Health and Medical Research Council
9
（NHMRC）
10 New Zealand Guidelines Group（NZGG）
Agence Nationale d’Accreditation et d’Évaluation en
Sante
（ANAES）
German Guideline Information Service（GERGIS）
12
German Guidelines Clearinghouse
（GGC）
11

ても過言ではない．委員長のリーダーシップは重

海外の主な診療ガイドライン情報

診療ガイドライン作成／収集機関

3

はその大部分が組織・体制作りに依存すると言っ

EBM診療ガイドライン作製のステップ

国名

米国

URL
http://mdm.ca/cpgsnew/cpgs/
index.asp
http://www.ngc.gov/

ガイドライン数 最終更新日*
約2,000
2004/2/13
（records）
1,460 2004/11/8

ドイツ

http://www.awmf-online.de/

87
期限切れ（5年）GL
約630

2004/11/3

400

2004/3/10

283

2004/9/7

カナダ

米国
英国

http://www.phppo.cdc.gov/
cdcRecommends/AdvSearchV.asp
http://www.rcplondon.ac.uk/
college/ceeu/ceeu_guidelinesdb.asp

英国

http://www.nice.org.uk/
catrows.asp？c=20034

英国

http://www.sign.ac.uk/

米国

http://www.acponline.org/
sci-policy/guidelines/index.html

オースト http://www.health.gov.au/
ラリア nhmrc/publications/cphome.htm
ニュー
http://www.nzgg.org.nz/
ジーランド
http://www.anaes.fr/
フランス
section:<Publications>
ドイツ

http://www.leitlinien.de/

79
published 33 2004/11/11
in development 46
78 2004/10/11
62
current 13 2004/10/15
past（up to 1998）49
61 2004/10/21
49 2004/11/12
40 2004/11/10
2004/10/26
*2004年11月12日調査時点
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要である．また，役割分担を明確にして実務の取

3．手術術式間に予後の差はあるか？

りまとめ役に集中しがちな負担を分散する一方，
指示系統を絞って作業に混乱を来さないようにし
なければならない．

【要約】
・術式による治療成績は通常のヘルニア摘出術と顕微鏡下
ヘルニア摘出術は同等である（グレードA）。

組織の人数に関しては，ガイドラインが取り扱

・chemonucleolysis（本邦未承認）はこれら手術療法よりも

う疾患の規模や対象となる文献数が大きく異なる

劣り、さらに経皮髄核摘出術はchemonucleolysisよりも劣

ため，何名程度が適正と一概に言うことはできな

っている（グレードA）。

い．ガイドラインの作成過程においてとりわけ多

【背景・目的】

大なマンパワーを要するアブストラクトフォーム

腰椎椎間板ヘルニアの手術としては、通常のヘルニア摘

作成を例に取ると，文献査読者が少ないと1人当た

出術の他に、顕微鏡使用のヘルニア摘出術があり、椎間固

りの負担が過重になるが，多過ぎても質のばらつ

定を併用される事もある。また、手術と保存治療の中間的
な治療法として椎間板内に酵素を注入するchemonucleolysis

きが大きくなるのに加え管理も繁雑になり，後の

や経皮的髄核摘出術がある。また、近年は内視鏡下脊椎手

処理に苦労することになりかねない．

術やレーザーによる椎間板組織の蒸散法も行われている。
これら手術の術式による長期成績がいかなるものである
かを知ることは、医師側が術式を選択する際や、患者に対

2）全体構想と予備調査

するインフォームドコンセントにおいては必須である。

ガイドラインの目的を明らかにして，専門医，
一般臨床医，患者などの対象読者を想定し，関連
する内外の既存診療ガイドライン（表2）や
Cochrane LibraryなどEBM実践のための二次資料を
参考に全体の構成（章立て）を大まかに設定する．

【解説】
手術術式間の差については、1966年から1998年までに腰
椎椎間板ヘルニアの手術療法について発刊されたRCT論文
26編のmeta-analysisが行われているが、結論としては通常
のヘルニア摘出術と顕微鏡下ヘルニア腫瘤摘出術は同等
で、通常のヘルニア摘出術はchemonucleolysis（本邦未承認）

研究デザインや年代などの要素を加味した様々

より有効で、経皮髄核摘出術はchemonucleolysis（本邦未承

なパターンで検索し，当該ガイドラインのテーマ

認）よりも劣るとしている （level 1）。エビデンスレベル

に関連する国内外文献の概数を把握する．広く一

1）

の低い手法で術式間の比較検討した報告

2）3）4）5）6）7）8）

（level

5）においても同様の結果であり、術式間の臨床症状に対

般に用いられるMEDLINE（PubMed）や医学中央雑

する成績は「通常のヘルニア摘出術≒顕微鏡下ヘルニア摘

誌（医中誌Web）の他，疾患を特定したデータベー

出術＞chemonucleolysis（本邦未承認）＞経皮髄核摘出術」

スを使用する場合もある．

ということになる。
固定術の併用に関してRCT論文は認められないが、nonRCTで比較検討した報告によれば、全般的に見た場合には

3）委員会開催とアウトラインの設定

成績の差がないものの、固定術を併用したほうが腰痛の遺
9）10）

委員会を開催して主旨説明を行い，要望に応じ
て専門家によるEBMのレクチャーを催す．公開ま

残が有意に少ないとの報告もある

（level 7）。

内視鏡下脊椎手術やレーザーによる椎間板組織の蒸散法
については、長期成績の報告は認められない。

でのスケジュールやガイドライン全体の構成，章
立て，リサーチ・クエスチョン（もしくは，クリ
ニカル・クエスチョン，以下，リサーチクエスチ
ョンで統一），エビデンス・スケール，推奨グレー
ド分類を検討，大枠を決めて分担の確認をする．
次にガイドライン本体部分の様式を定める．リ
サーチ・クエスチョン，推奨，解説文（scientific
statement），引用文献リストが基本的構成要素とな
2）

るが（図2） ，様々なバリエーションがある．アブ
ストラクト・テーブルを加えたり，アブストラク
ト・フォーム集を作成して根拠の明示化を図って
いるガイドラインもある．

【参考文献】
1）DF00705

Gibson JN, Grant IC, Waddell G. The Cochrane

review of surgery for lumbar disc prolapse and degenerative
lumbar spondylosis. Spine 1999; 24 (17): 1820-32
2）DF02431

Tregonning GD, Transfeldt EE, McCulloch JA,

Macnab I, Nachemson A. Chymopapain versus conventional
surgery for lumbar disc herniation. 10-year results of
treatment. J Bone Joint Surg Br 1991; 73 (3): 481-6
3）DF02582

Barrios C, Ahmed M, Arrotegui J, Bjornsson A,

Gillstrom P. Microsurgery versus standard removal of the
herniated lumbar disc. A 3-year comparison in 150 cases.
Acta Orthop Scand 1990; 61 (5): 399-403
4）DF02843

Alexander AH, Burkus JK, Mitchell JB, Ayers

WV. Chymopapain chemonucleolysis versus surgical
discectomy in a military

作業を円滑に進め，作成過程で生じた問題点を
解決するためにも，少なくとも2〜3カ月に1回は会
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図2 診療ガイドライン本文例（腰椎椎間板ヘルニアガイドライン）

図3

検索・採択文献数（厚生労働省科学研究報告書）

議を開催することが望ましい．設定された章立て，
リサーチ・クエスチョン，各種グレーディングス
ケールなどの事項も見直しが必要になる場合があ
る．
4）リサーチ・クエスチョンの設定
リサーチ・クエスチョンには質の高いエビデン
図4

スが既に存在するevidence-drivenなものと，臨床家

書誌情報テンプレート例

の知りたいと言うnecessity-drivenなものとがある

ーチ・クエスチョンに文献を関連づける手間が生

が，いずれにせよ解答となる推奨を導きやすいよ

じる．

うな疑問文にするとポイントが明確になり，ガイ

文献が多数ある場合は，システマティック・レ

ドラインとして使い易くなる．設定したnecessity-

ビューやランダム化比較試験（RCT）のようなエビ

drivenなリサーチ・クエスチョンに関連するエビデ

デンスレベルの高い研究デザインで件数を絞り込

ンスがなかったり不十分な場合，それがそのまま

むが，データベースの索引付けは必ずしも完全で

将来の研究課題となる．

はないため注意が必要である．
章単位（一般に，疾患×診断，疾患×治療など）

5）文献検索

で検索を行い，特定のリサーチ・クエスチョンに

予備調査の結果を踏まえて検索式を見直し，必

該当する文献が少ない場合は，クエスチョン主体

要であればキーワードやデータベースの追加・変

に再検索したり，既存の評価の高いガイドライン

更を行い，ガイドライン更新時や他者が検索する

の引用文献等から採択文献候補を探す．いずれに

場合の再現性を考慮してMEDLINE（PubMed），医

せよ検索条件や対象範囲を明確にし，記録を残す．

中誌Webなどの各種データベース，Cochrane
Libraryなどを用い系統的に，また重要文献が漏れ

6）書誌データの処理・加工と文献の一次選択

ないよう網羅的に検索する．これまで厚生労働省

検索・ダウンロードした書誌事項，抄録等を

の医療技術評価総合研究費補助金により作成され

EndNoteやテキストエディタのマクロを利用して変

た診療ガイドラインでは，1つの疾患で数千件から

換し，データの検索や整理・加工が容易に可能な

3）

数万件の文献が検索されている（図3） ．
検索はリサーチ・クエスチョンもしくは診断・
治療などの章単位で行う．前者の場合，文献がよ

ファイルメーカーなどのソフトウェアで作成した
テンプレート（図4）に取り込み，重複チェックを
行い一連番号を付与して文献を管理する．

りテーマに即して絞り込まれる半面，検索の手間

採択候補文献選択のためのチェックリストを作

が相当増え，文献が複数のリサーチ・クエスチョ

成し，選択担当者がタイトルと抄録を読んで一定

ンにわたって重複する可能性が増加する．他方後

基準のもとに論文を取捨選択する．ここでは明ら

者の場合，検索の内容が広くなるため，文献選択

かに不要と思われる文献をふるいにかけ除外する

者がチェックする文献数が多くなり，各々のリサ

ことを目的とするが，その際選択基準の明示と複
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数でのチェックが必要である．クロスチェックを

表5

行うことにより選択バイアスを減少させ，選択基

I

準を明示することによりガイドライン更新時に同

II 少なくとも1つのランダム化比較試験による
III 少なくとも1つのよくデザインされた非ランダム化

一基準での採択が可能となる．

エビデンススケール（AHCPR）
ランダム化比較試験のメタアナリシスによる

比較試験による
IV 少なくとも1つの他のタイプのよくデザインされた
準実験的研究による

7）文献の手配とアブストラクトフォームの作成

V 比較試験や相関研究、ケース・コントロール研究な
ど、よくデザインされた非実験的、記述的研究によ

（文献の二次選択）
「診療ガイドライン作成の手順」を基に，必要
に応じて入力項目を適宜追加・変更したアブスト

る
VI 専門家委員会の報告や意見、あるいは権威者の臨床
試験

ラクトフォーム入力用のテンプレートを準備する
（図5）．これを6）の書誌データ用テンプレートと

表6 エビデンススケール（診療ガイドラインの作成の手

連携させ，フォーム記入から引用文献リストやア
ブストラクト・テーブルの作成までを行う．
チェックリストで選択された文献（複写）を取

順 ver 4.3）
I システマティックレビュー／メタアナリシス
II 1つ以上のランダム化比較試験による

り寄せ，アブストラクトフォーム作成用のテンプ

III 非ランダム化比較試験による

レートとともに査読担当者に配布する．

IV 分析疫学的研究（コホート研究や症例対照研究によ
る）

査読担当者はオリジナル文献を読んで内容の批
判的吟味を行う．研究デザインなどからエビデン

V 記述研究（症例報告やケース・シリーズ）による
VI 患者データに基づかない、専門委員会や専門家個人
の意見

スレベルを判定し，ガイドラインに引用すべきエ
ビデンスの質の高い論文を選択して，アブストラ

表8 エビデンススケール（大腿骨頚部骨折診療ガイドラ

クトフォームを作成する．エビデンスレベルの判
定はなるべく複数で行い，難しい場合にはEBMの
専門家に判断を仰ぐ．

イン）
Evidence level 分類
Ia 全体で200例以上のRCTのMeta-Analysisまたは
Systematic Review

エビデンスレベルは研究デザインを基に決定さ
れることが多い．Agency for Healthcare Research and

Ib
Ia

全体で200例以上のRCT
全体で200例未満のRCTのMeta-Analysisまたは

Ib

Systematic Review
全体で200例未満のRCT

II

CCTおよびCohort Study

Quality（AHRQ）や「診療ガイドライン作成の手順」
，
4）

Oxford EBM Centerのエビデンス・スケール が参
考となる．大腿骨頚部骨折ガイドライン研究班

5，6）

のように，危険因子に関する論文や診断章につい
て他と別個のエビデンス・スケールを導入してい
るガイドラインもある（表5，6，7，8）
．

III Case-Control Study
IV Case Series
V Case Report
VI その他
診断章（横断的研究）のEvidence level 分類
CIa 分析的横断研究のメタアナリシスまたはシステマ
ティックレビュー
CIb 十分な数
（数はあとで決める）の分析的横断研究
CII 分析的横断研究
CIII 記述的横断研究
リスクファクターに関する論文のEvidence level分類
RI Cohort Studyま た は Case-Control Studyの MetaAnalysisまたはSystematic Review
RII Cohort Study
RIII Case-Control Study
RIV Case Series
RV Case Report

図5
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RVI その他

表7

Level
１a

１b

１c

２a

２b

２c
３a

３b

エビエンス・スケール（Oxford EBM Center）

鑑別診断／病状保有率
経済・決断分析
（symptom prevalence）
研究
ランダム化比較試験 コホート研究のシステマ レベル１bの診断的研 前向きコホート研究の レベル１bの経済研究
のシステマティック・ ティック・レビュー
（均質 究のシステマティック・ システマティック・レ のシステマティック・レ
レビュー
（均質性＊あ 性＊あり）：複数の異な レビュー（均質性＊あ ビュー（均質性＊あ ビュー
（均質性＊あり）
り）
る集団で妥当性が検証 り）：複数の異なる医療 り）
さ れ た 臨 床 決 断 則 施設で行われたレベル
（Clinical Decision
１b研 究を基にした臨
Rule：CDR）
床決断則

個々のランダム化 比 追 跡 率80％より大きい 適切な参照基準１） よい追跡がなされて 臨床的に意味が認めら
較試験（信頼区 間 ‡ 個々の開始（または発 （reference standard） いる＊＊＊＊前向き れる（sensible）コストま
の狭いもの）
端）
コホート研究（訳注： を用いた妥当性確認目 コホート研究
たはコストの代理指標と
疾患の初期段階で把握 的のコホート研究：ある
なるもの（alternatives）
された対象集団を追跡 いは一つの医療施設で
に基づいた分析で：エ
して予後をみる研究．疾 試みられた臨床決断則
ビ デ ン ス の シ ステ マ
患 の 発 生 から時 間 が 
ティック・レビューであ
経って研究に組み入れ
り：多 元 感 度 分 析
られると患者の状態が
（multi-way sensitivity
変化する）
：ある一つの
analyses）をしているも
集団で妥当性が検証さ
の
れた臨床決断則
治療群以外すべてが 対象全員が生存してい 絶対的な特異度で検査 対象全員が生存して 絶 対 的better-value分
亡くなっている場合ま るか，あるいは全員が 陽性のとき診断が確定 いるか，あるいは全 析または絶対的worseたは治療群はすべて 死亡しているような症例 できるもの（SpPins）や， 員が死亡しているよう value分析
生存している場合 §
集積
絶対的な感度で検査陰 な症例集積
性のとき診断から除外
できるもの（SnNouts）

コホート研究のシステ 後ろ向きコホート研究や レベル２bおよび，より レベル２bおよび，よ レベル２bまたは２cの
マティック・レビュー ランダム化比較試験の 優れた２bの診断的研 り優 れ た ２bの 研 究 経 済 研 究 のシ ステ マ
（均質性＊あり）
非治療の対照群におけ 究のシステマティック・ のシステマティック・ ティック・レビュー
（均質
るシステマティック・レ レビュー（均質性＊あ レビュー
（均質性＊あ 性＊あり）
ビュー
（均質性＊あり） り）
り）
個々のコホート研 究 後ろ向きコホート研究あ 適切な参照基準を 後ろ向き，または追跡 臨床的に意味が認めら
（質の低いランダム化 るいはランダム化比較 用いた探索的＊＊コホー に問題があるコホート れる（sensible）コストの
比 較 試 験 を 含 む： 試験の非治療群におけ ト研究：コホート研究：研 研究
代 理 指 標とな るもの
（例）追跡率が80％未 る追跡；研究結果から 究結果から導かれた臨
（alternatives）に 基 づ
満）
導かれた臨床決断則， 床決断則，あるいは折
いた分析で：限定的な
あるいは 折 半 法 §§§の 半法 §§§，もしくはデー
エビデンスのレビュー
みで妥当性が検証され タベースのみで妥当性
あるいは単独の研究で，
たもの
多元感度分析をしてい
が検証されたもの
るもの
アウトカム研究：生態 アウトカム研究
生態学的研究
監査（Audit）あるいは
学的研究
アウトカム研究
症例対照研究のシス
レベル３bとより優れた レベル３bとより優れ レベル３bとより優れた
テマティック・レビュー
３bの 研 究のシステマ た ３bの 研 究 のシス ３bの 研 究のシステマ
（均質性＊あり）
ティック・レビュー
（均質 テマティック・レビュー ティック・レビュー
（均質
性＊あり）
（均質性＊あり）
性＊あり）
個々の症例対照研究
研究対象となる患者を 研究対象となる患者 限定的なコストやその
連続的に組み入れてい を連続的に組み入れ 代理指標に基づいた分
ない研究，または基準 ていない研究（Non- 析：データによる推定値
診断法が対象者すべて consecutive），あ る の質は低いが，臨床的
には行われていない研 いは極めて限られた に意味のある変数を組
究
集 団 で 行 わ れ たコ み合わせて感度分析を
ホート研究
行っているもの
治療／予防，病因／害

予後

診断
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（表7の続き）

Level

治療／予防，病因／害

予後

４

症例集積（および 質 症例集積（および 質の
の低いコホート研 究 低い予後コホート研究＊
や症例対照研究 §§ ） ＊＊ ）

５

明確な批判的吟味が
行われていない，ま
たは生理学や基礎実
験，原 理（ first
principles ）に基づく
専門家の意見

明確な批判的吟味が行
われ ていない，または
生理学，基礎実験，原
理に基づく専門家の意
見

鑑別診断／病状保有率
経済・決断分析
（symptom prevalence）
研究
症例対照研究で，不適 症例集積，または当 感度分析が行われてい
切なあるいは非独立的 該検査法評価に基準 ない分析
な参照基準を適用して 診断法ではなく代理
いるもの
の基準診断法（訳注：
確定的な基準診断法
でないもの）が適用さ
れているもの
明確な批判的吟味が行 明確な批判的吟味が 明確な批判的吟味が行
われ ていない，または 行われていない，ま われ ていない，または
生理学，基礎実験，原 たは生理学，基礎実 経済学理論，原理に基
理に基づく専門家の意 験，原理に基づく専 づく専門家の意見
見
門家の意見
診断

1998年11月にBob Phillips，Chris Ball，Dave Sackett，Doug Badenoch，Sharon Straus，Brian Haynes，Martin Dawesによって初版が作成され，現在に
至る．

＊

均質性とは，システマティック・レビューにおいて，個々の研究間の結果の方向性や結果の程度に危惧を与えるばらつき
（異質性）
がないことを意味する．統計学的に有意な異質性があるからといって，すべてのシステマティック・レビューを危惧
する必要はなく，また危惧すべき異質性がすべて統計学的に有意であるとは限らない．
上記のように危惧を与える異質性を
示す研究は，表記レベルの後に − を付けるべきである。



臨床決断則（これらは予後推定あるいは診断群を導くアルゴリズムあるいは重症度判定基準である）．

‡

信頼区間が広い臨床試験や他の研究をいかに理解し，レベルを付け，用いるかについては，上記の注釈＃２２）を参照．
その治療がなかったときには患者全員が死亡したが，その治療が行われるようになって生存する患者が出てきた場合や，
その治療がなかったときには死ぬ患者もいたが，その治療が行われるようになって死亡する患者がなくなった場合．
質の低いコホート研究とは，比較群の定義が明確でない，かつ／または，曝露とアウトカムうの測定が曝露群と非曝露群間
で同じ客観的方法で（望ましくは盲検化して）行われなかったもの，かつ／または，既知の交絡因子の同定や適切な調整
ができなかったもの，かつ／または，患者を十分長く完全に追跡しきれなかったものをいう．質の低い症例対象研究とは，
比較群の定義が明確でない，かつ／または，曝露とアウトカムの測定が曝露群と非曝露群間で同様の客観的方法で（望ま
しくは盲検化して）行われなかったもの，かつ／または，既知の交絡因子を同定や適切な調整ができなかったものをいう．
折半法による妥当性検証（Split-sample validation）
は，ある部分の情報をすべて収集したうえで，人為的に対象群全体を
派生群（検証対象群以外の群）と仮説検証対象群（ある仮説検証をするために恣意的に選択された群）に分割し，その選
択された仮説検証対象群で検証するものである．
Absolute SpPinは，診断法の特異度が十分高く検査が陽性の場合に疾患ありと判定でき，Absolute SnNoutは，診断法
の感度が十分高く検査が陰性の場合に疾患なしと判定できる．

§

§§

§§§



Good，Better，Bad，Worseは，臨床的な有効性とリスクの視点からの治療間の比較である．

「適切な」参照基準とは，研究対象とした検査とは独立で，かつ盲検的・客観的に患者全員に適用されるものである．
「不適切な」参照基準とは，厳格に適用されていない（盲検的・客観的に患者全員に適用されていない）が，研究対象とし
 た検査とは独立名ものである．独立でない参照基準（当該検査法での評価と参照基準の評価方法に内容的にだぶる部分
があったり，当該検査法の結果と参照基準の結果が似る可能性があるような場合）を用いれば，その研究はレベル４であ
る。
より価値の高い治療とは，明らかにより安価でありながらよい治療，あるいは等価またはコストを削減した状態における，より
より価値の低い治療とは，よいがより高価な治療，あるいは等価またはより高価でありながらより劣る
 良い治療のことである．
治療を示す．
検証的研究（validating study）とは，既に妥当性が証明された検査法を基準にして特定の診断法の質を分析するもので
探索的研究（exploratory study）
とは，情報を収集し，どの因子が「有意」であるかをみつけるため，
（例えば回帰分
＊＊ ある．
析を使用して）
データをさまざまな角度から探ろうとするものである．
質の低い予後コホート研究とは，対象となるアウトカムが既に判明している患者に偏ったサンプリングバイアスが存在するも
＊＊＊ のや，アウトカムの評価が研究対象の80％未満のもの，アウトカムが盲検化されず，非客観的な方法で決定されているもの，
あるいは交絡因子の調整がなされていないものを指す．
鑑別診断に関する研究でのよい追跡とは，追跡率が80％より高く，代替の診断が出現するのに十分な期間を具備したもの
＊＊＊＊
である
（例えば急性疾患であれば１〜６カ月，慢性疾患であれば１〜５年）．
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表9 勧告の強さの決め方（診療ガイドラインの作成の手

表11 推奨グレード分類（脳卒中合同ガイドライン委員

順 ver 4.3）

会）

以下の要素を勘案して総合的に判断する
1．エビデンスのレベル

A

行うよう強く勧められる（少なくとも1つのレベルI
の結果）

2．エビデンスの数と結論のバラツキ（同じ結論のエビ
デンスが多ければ多いほど、そして結論のバラツキ

B

行うよう勧められる（少なくとも1つのレベルIIの
結果）

が小さければ小さいほど勧告は強いものとなる。必

C1 行うことを考慮しても良いが、十分な科学的根拠

要に応じてメタアナリシスを行う）
3．臨床的有効性の大きさ

が無い
C2 科学的根拠が無いので、勧められない

4．臨床上の適用性
5．害やコストに関するエビデンス

D
表12

表10

推奨グレード分類（AHCPR）

A

行わないよう勧められる
推奨グレード分類（日本整形外科学会）
行うよう強く推奨する

A 行うよう強く勧められる
B 行うよう勧められる

B

C 行うよう勧めるだけの根拠が明確でない
D 行わないよう勧められる

行うよう推奨する
中等度の根拠に基づいている

C

行うことを考慮しても良い
弱い根拠に基づいている

D

推奨しない

I

推奨を決定する事ができない

8）Scientific statementの執筆
リサーチ・クエスチョン毎に関連する採択文献
のアブストラクトフォームに記載されている事実

強い根拠に基づいている

否定する根拠がある
肯定もしくは否定するに足る根拠がない

をまとめ，解説文（scientific statement）を記述する．
引用箇所にはエビデンスレベルを明記する．ここ

AHCPRの推奨グレード分類（表10）が「診療ガ

には，あくまでも報告された事実のみを記述し，

イドライン作成の手順」でも採用されていたため，

査読者のコメントや解説は入れない．同様の研究

従前はこれを使用しているガイドラインが多かっ

結果が複数存在する場合は，それらを個々に記述

たが，Grade Cを肯定的なものと否定的なものと分

するのではなく，簡潔にまとめた方が分かりやす

けている脳卒中合同ガイドライン委員会

い．

Canadian Task Force on Preventive Health Careの提案

7）

や，
8）

を参考に，独自の形でGrade Iを導入した日本整形
9）推奨の執筆
Scientific statementを基礎としつつ，倫理的・社会
的・経済的，その他様々な因子を考慮してリサー

外科学会の分類（未発表）のように，現状を考慮
して工夫された分類が近年見受けられるようにな
っている（表11，12）
．

チ・クエスチョンの解答となる推奨を導き出す．
推奨にはグレードをつける．
推奨グレードは，エビデンスレベルだけで機械

10）編集
可能であれば，書き方や用語の統一について事

的に決定されるものでないことに留意する（表9）．

前にある程度ルールを定めておくと後の編集・校

例えば，代替手段が無い治療法の場合は高レベル

正作業が軽減される．作業を出版社など他機関に

のエビデンスがなくても推奨グレードは高くなる

委託する場合でも進行がより円滑になる．

し，質の高いエビデンスで治療効果が裏付けられ

ガイドライン本文とアブストラクトフォームの

ていても副作用のリスクや経済性評価によっては

記載内容（エビデンスレベルも含めて）の整合性，

グレードが低くなることもある．推奨およびその

同一文献に対してアブストラクトフォームが複数

グレードは委員会で合議により決定される．

作成されている場合はその整合性もチェックする．

文献吟味の結果補うべきと思われたリサーチ・
クエスチョンがあれば追加し，逆に設定したリサ

11）ガイドラインの公開

ーチ・クエスチョンに関連するエビデンスがなか

従来ガイドラインは冊子体としての出版が主で

ったり不十分な場合は，その旨を記述する．こち

あったが，本文やアブストラクトフォームを電子

らは将来の研究課題となる．

化して冊子の附録CDに入れたり，学会のホームペ

あいみっく 25 (3・4) 2004−25

表13
本態性高血圧症
糖尿病
喘息
急性心筋梗塞
前立腺肥大及び尿失禁
白内障
胃潰瘍
クモ膜下出血
腰痛症
アレルギー性鼻炎
脳梗塞
慢性関節リウマチ
肺がん
乳がん
胃がん
アルツハイマー病
脳出血
腰椎椎間板ヘルニア
大腿骨頚部骨折
肝がん
◎ 全体

○ 章により

診療ガイドラインで利用した情報源（厚生労働省科学研究報告書）

MEDLINE Cochrane Cancerlit CINAHL PsychLIT 医中誌 ＪＭＥＤ
△
△
□
□
◎
◎
◎
□
△
◎
◎
◎
◎
◎
◎
□
◎
◎
◎
◎
△
記載無し
記載無し
◎
◎
◎
◎
◎
◎
□
◎
△
△
○
○
○
△
○
○
−
−
−
−
−
−
−
○
△
△
△
△
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
△ 部分的、一部

□ 一部年代

OPAC

UpToDate Clin Ev 既存CPGL
○
○

○

−
△

○
−

○
−

○
−

○

− 未確認

ージなどWeb上で公開しているものもある他，PDA
（personal digital assistant）上での利用も試みられて
9）

らないため，情報源や抽出件数を現実に作業可能
な範囲に限定せざるを得ない．
厚生労働科学研究費補助金医療技術評価総合研

いる．

究費の助成を受けた20ガイドライン（研究報告書）
12）ガイドライン評価

の大半が国外文献の検索にMEDLINEを利用してい

作成したガイドラインをオーソライズしたり，

3）

るが（表13） ，これはMEDLINEが医学分野のデー

改訂の際使い勝手を改善するため，公開前後に関

タベースとして最も一般的であることや，PubMed

連学会や医療従事者などガイドラインの使用者と

により検索が容易で費用も抑えられるためと考え

して想定した者の評価を受ける．評価には委員会

られる．また，PubMedではデータのダウンロード

独自の設問の他，Shaneyfeltらが提唱しているチェ

に関する制限が比較的緩やかなことも理由として

ック項目やAGREE，COGSなどの評価基準が用い

挙げられるかも知れない．国内文献については医

られているが

10-12）

，同時にこれらは作成上のチェッ

クポイントであると言える．
AGREEを例に取ると，質の評価は①対象と目的，

中誌とJMEDICINE（JST）が利用されているが，医
中誌の利用が多い．
MEDLINE，医中誌以外の情報源で比較的利用さ

②利害関係者の参加，③作成の厳密さ，④明確さ

れているのは，Cochrane Libraryや欧米の既存診療

と提示の仕方，⑤適用可能性，⑥編集の独立性な

ガイドライン程度で，他のデータベースや二次資

どの点から判断される．これまで国内で作られて

料の使用が明示されている例はごく少数となって

いるガイドラインの場合，対象と目的，明確さと

おり，情報源に偏りがあることが窺える．実際，

提示の仕方については比較的満足される場合が多

検索範囲外の文献を文献選択者の判断で追加する

いものの，その他の項目についてはあまり遵守さ

例が多いことも，この裏返しかも知れない（これ

13）

れていないようである．

にはデータベースの収録年代や，検索の際の年代
限定から生じる問題もある．また，ダウンロード

3．作成に絡む諸問題

に伴う権利処理問題とも関連していると思われ
る）
．

以上のような手順でEBM診療ガイドラインは作
成されるが，問題も種々存在する．

また，使用言語に関しても，本文が日英以外の
言語で書かれた論文を批判的吟味の対象としてい
ることは，当センターの経験上皆無に近い．

1）情報源の限定
当然の事ではあるが，診療ガイドラインは限ら
れた期間と費用および人員で完成させなければな
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2）エビデンスレベル判定
エビデンスレベルに関して言えば，例えばRCTの

メタアナリシスを最上位に置くAHRQのエビデン

5）作成委員会の構成

ス・スケールを用いる場合，RCTでなくコホート研

現在，多くのガイドラインの作成委員会メンバ

究や症例対照研究（case-control study）を対象にし

ーのほとんどは対象疾患の専門医（一部臨床疫学

たメタアナリシスや，RCTのメタアナリシスでも結

者を含む）により構成されているが，EBMの重要

果にばらつきのあるようなものをどこに位置づけ

な要素である患者の価値観や意向を反映させるた

るべきか等，判定に苦慮することがしばしばある．

め，患者や介護者など患者の利益を代表する者や

一方，治療・予後・診断などに分けてエビデンス

ガイドラインの利用者として想定される一般臨床

レベルが詳細に設定されているOxford EBM Center

医，医学情報・医薬翻訳の専門家，さらには法律

分類の場合，臨床疫学の知識が十分でないと文献

家，哲学者，宗教学者などを作成メンバーに加え

を正確に分類することが困難と思われる．

ることで，より充実したガイドラインができると

文献選択やアブストラクトフォームの作成とエ

思われる．

ビデンスレベルの判定については，二重チェック

患者・介護者等医師以外のガイドライン参画に

の体制をとることが望ましいが，こちらも人員の

ついては，現在厚生労働科学研究費医療技術評価

確保が困難であることが多い．アブストラクトフ

総合研究「『根拠に基づく診療ガイドライン』の適

ォームの作成が非常に良い経験となったという感

切な作成・利用・普及に向けた基盤整備に関する

想を述べていた医師が例外的にいたことも事実で

研究：患者・医療消費者の参加推進に向けて」（主

はあるが，多くは構造化抄録の作成経験が少ない

任研究者中山健夫）が進行中であり，成果が期待

か全くなく，診療など日常の多忙な業務の合間を

される．

縫って作業を強いられているのが実情である．
6）経済評価
3）作業進行上の問題

これまでに当センターが関与したガイドライン

前述の問題同様マンパワーの問題が根底にある

作成研究班（或いは委員会）で，推奨を決定する

が，作業の締切が守られることが稀で全体を概観

にあたり診療コストについて検討されたことはほ

するのが困難であることや，指示系統が統一され

とんど無く，従って国が医療費抑制のために診療

ておらず調整に手間取り混乱を来すことなどが，

ガイドライン作成を支援しているのではないかと

支援サイドから見た進行上の問題点として挙げら

の危惧の声が多く聞かれた．胃潰瘍診療ガイドラ

れる．

イン

14）

のように，費用対効果について述べられて

いる診療ガイドラインは稀である．
4）国内におけるエビデンス不足

国によって医療制度が異なるため，海外文献が

どこのガイドライン作成現場でも言われている

多数を占めるエビデンスを基に経済評価を行うこ

ことだが，日本人でのエビデンスの不足が挙げら

とは困難であるが，今後はガイドラインにより診

れる．診療ガイドライン作成だけの問題ではない

療行為が変化したり，患者の健康改善がもたらさ

が，欧米と比較して国内では質の高い臨床研究の

れたかを評価することも重要となろう．

報告が少ないため，日本人を対象とした診療ガイ
ドラインでありながら，根拠となる文献の大半を

7）UsabilityとAccessibility（利用と入手のしやすさ）

海外文献に頼らざるを得ないのが現状である．エ

現時点において診療ガイドラインの使い勝手は

ビデンスレベルが低くとも日本人のデータであれ

必ずしもよいとは言えない．

ば重視するという方針をとっている作成班もある

利用者は単一のガイドラインだけを見るとは限

が，結局この問題に関しては大規模臨床試験など

らず，個々のガイドラインによって記述形式が不

「エビデンスをつくる」ための研究が必須となる．

統一で各種スケールやグレーディングが異なると，

また，出来上がったガイドラインを英訳し積極的
に海外へ情報発信することも重要と思われ，一部
にはその動きもある．

利用の際に混乱が生じる．
記述に関しては，教科書形式だと探し求めてい
る解答が見つけにくく，単純なQ＆A形式では個々
の疑問に対する解答はすぐ得られるが，そのトピ
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おわりに

ックの他の事項との関連や全体の中での位置づけ
が解りにくい．リサーチ・クエスチョンを基本単
位とした上で，疫学・診断などの章でまとめて解

以上，EBMの手法による診療ガイドラインの作

説をつけ索引を充実させると，使い勝手が向上し

成と問題点について，開発支援に関わった者の立

解り易いガイドラインになると思われる．さらに，

場から述べた．今後開発・更新されるガイドライ

フローチャートのような視覚に訴える図によって

ンがより一層有用なものとなり，医療に寄与する

診断や治療の手順を示すことも有効であろうし，

よう願ってやまない．

海外のガイドラインで見られるクイック・リファ
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2003；4：

平成12年度

あろうか。とすれば，一体どの

だけは，とくにこれからの日本

囲を見渡していたら，1つの広告

ような人たちが，どのように利

を背負う若い人々には，してほ

が目に止まった。「あらすじで読

用するのであろうか。そこには

しくないとの思いが強く浮かん

む名著シリーズ」とある。実物

私などの想像をはるかに越えた，

できた。その，「このように」と

を見た訳ではないので何ともい

いろいろな使い道があり，それ

はおおよそこんな次第である。

えないが，想像するに古今の文

らの中には有用で，世のため人

学作品が，例えば，題名・著

のためになるものも多かろう。

味で情報化すると，そのような

者・あらすじといった具合のセ

だがいろいろと思いを巡らして

「情報を手にする」ことと「作品

ットとして羅列されているので

いるうちに，このような使い方

そのものを読む」ことが時に混

E・S・S・A・Y

電車に乗って徒然のままに周

情

文学作品をこうして，ある意

報

東京大学名誉教授

森 亘

同される恐れなしとしない。ま

読書，それによって得られる収

ときの感動を楽しみ，それを将

してや最近のように，やたら理

穫を理解せず，情報としての名

来の糧とする人が多いのに，彼

屈が重んじられ，高校でも日本

作を形だけ知り，一応の知識人

が出会った日本人は，恐らく私

流に考えた「ディベイト重視」

として振舞うことがあれば，そ

も含めて，その場の「なま」の

などと騒がれて，単なる発表力

れは問題である。

雰囲気を楽しむよりはむしろ，

の向上ではなく，とにかく相手

何十年も前に外国で，「旅に出

ただただ記録を残すことに夢中

を言い負かすことが大切だとい

るとき日本人はカメラをもって

だと皮肉ったのであろう。これ

わんばかりの教育が行われる昨

行くが，イギリス人は双眼鏡を

がもし，正しい見方だとすれば，

今，その武器としては深く感銘

もって行くよ」と言われたこと

日本人にはもともと実感よりも

を受けた1冊の書物よりは一応名

がある。彼が意味したものは多

情報，記録を大切にする習性が

前だけ知っている100冊の書物の

分，由緒ある場所，素晴らしい

あるのかもしれない。

ほうが有力な場合も少なくない。

景色に遭遇したとき，イギリス

文学作品がもつ値打ちにはい

若い人たちが，本当の意味での

にはそれをつぶさに眺め，その

ろいろの要素があろう。もちろ
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E・S・S・A・Y

ん，あらすじによって代表され

人の教養をかたち造る一助とな

対する敬意を失いかねない。こ

るような「話しの流れ，筋」も

るならば，それだけでも十分，

の世の中，すべてが情報で動い

その1つである。しかしそれは，

その作品を読んだことになるか

ているわけではあるまい。情報

決して総てではない。全体の筋

もしれない。

や武力が決定的な力をもつと信

も大切であろうが，時には筋を

情報を取り扱う人間が陥りや

じられている戦争でさえ，圧倒

超越した，1つの情景の描写，1

すい危険の1つは，情報がすべて

的な情報力，戦力だけでは必ず

つの会話の表現にこそその作品

であると誤解することであると

しも楽勝とはいかないことは，

の神髄があり，それらは到底，

自戒している。ましてや今日こ

今や世界中の人々が観ている。

「あらすじ」の中に読み取れるも

の頃のように，理屈一点張りの

また古くから日本では，7，80年

のではない。「あらすじ」を読ん

世の中では，文字や数字であら

前に流行った言葉でたいへん恐

でその作品を理解したと思うこ

わせないこと，理屈で説明でき

縮であるが，「かくすればかくな

とは大きな間違いであり，作者

ないことの値打ちをつい忘れて

るものと知りながら，やむにや

に対して失礼ですらあるように

しまうことがある。結果として，

まれぬ大和魂」といった，あえ

思う。むしろ「あらすじ」など

情報化されたもののみが重んじ

て情報・知識に反して行動する

忘れてしまっても，とくに印象

られ，情報化されていない，ま

ような「こころ」も，人間の中

深い1ページが心に刻まれ，その

してや情報化され得ない事柄に

には存在するのである。
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脳卒中新時代

第2回

求められる脳卒中診療体制

―何時でも，何処でも，誰でも最善の治療が受けられるように―

中山 博文

1．新時代の治療を実現するために

看護師，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，
メディカルソーシャルワーカー等でチームは構成

第1回は，治療方法及び疫学の観点から脳卒中事

される．

情の変化について概説し，脳卒中新時代に入りつ
つあることを述べた．
本稿では，既に有効性が認められている脳卒中

2-2 死亡率低下効果
1993年，SUの生命予後改善効果に関するランダ

専門病棟（stroke unit，以下SUと略す）を普及させ，

ム化比較試験（RCT）のメタ分析がLanghorneらに

組織プラスミノーゲンアクチベーター（t-PA）によ

よって発表され ，SUにおける初期治療が発症後早

る血栓溶解療法を導入し，わが国において何時で

期（3ヶ月以内）の死亡リスクを28%，発症1年以内

も，何処でも，誰でも最良の脳卒中診療を享受で

の死亡リスクを21%低下させることを示した．更に

きるような診療体制を整備するために解決すべき

1995年には，筆者らによるコペンハーゲン脳卒中

課題について，概説したい．

研究（Copenhagen Stroke Study）によって，SUにお

1）

ける初期治療が発症1年以内の死亡リスクを41%減

2．脳卒中専門病棟

2）

少させることが示された ．
加 え て 1997年 に は ，Stroke Unit Trialists'

2-1 脳卒中専門病棟（SU）とは

Collaborationが18件のRCTのメタ分析を行い，SUに

SUは，脳卒中患者を特定の病棟に集め，専門的

おける初期治療が発症1年以内の死亡リスクを20%

知識と治療経験を有する学際的チームが診療を担

減少させることを示した ．同グループによる最近

当するシステムである．SUにおいては，多職種か

のCochrane Reviewによると，1999年までに発表さ

ら成るスタッフが，チームの脳卒中管理指針に従

れた20のRCTのメタ分析においても，SUが発症1年

って患者の包括的評価を行い，協調的に治療を行

以内の死亡リスクを17%減少させるという結果であ

う．特定の病棟を設置せずに脳卒中診療チーム

った ．

（mobile stroke team）を作り，病院内の種々の病棟
に入院した脳卒中患者を診療する移動チーム方式

3）

4）

この効果は，発症6週間以内に現れており

4，5）

，そ

の機序として合併症の減少が推測される．

もある．
SUを担当する医師に関しては，内科医，脳神経

2-3 自宅退院率，ADL，QOLの改善

外科医，脳血管内科医，神経内科医，老年科医，

Langhorneらはメタ分析により，SUで初期治療を

など国や地域によって様々である．医師に加えて，

受けると発症1年以内の死亡リスクのみならず，死

Hirofumi Nakayama
中山クリニック 院長
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亡と施設入所を合算したリスクも34%低下すること
6）

看護師，理学療法士との緊密なコミュニケーショ
8）

を示した ．

ンがもたれている ．

また，Stroke Unit Trialists' Collaborationのメタ分

24時間・365日対応については，医師・看護師は

析により，SUが自宅退院の可能性を1.4倍増やすこ

もちろん，CTやMR検査を行う技師についても交代

3）

とが示さている ．更に発症5年後もその効果が認

勤務体制で臨む必要がある．リハビリテーション

められることがIndredavikらによるRCTで示されて

スタッフについては，夜間対応の必要はないが，

おり，発症5年後の自宅生活者の比率は，初期に一

365日交代勤務することが求められる．リハビリテ

般病棟で治療を受けた場合は18%であるのに対し，

ーションは高密度・高強度であるほど回復が良く，

5）

初期にSUで治療を受けた場合35%であった ．

わが国において2000年10月〜2001年12月に行われ

加えてIndredavikらは，SUで急性期治療を受けた

た全国調査によって，休日の多い期間，すなわち

患者は発症5年後のADL（日常生活動作）能力が高

リハビリテーション実施日の少ない期間（この調

く，より社会性の高い生活を営み，QOL（生活の

査に参加した病院では土日祝祭日，年末年始の休

7）

質）が高いことを報告している ．

日にリハビリテーションは行われていない）に入
院した脳卒中患者の死亡率が高く，退院時の日常

2-4 入院期間の短縮

生活における自立度が低く，自宅退院率も低いこ

入院期間についてもSU治療による短縮効果が認め
られており，コペンハーゲン脳卒中研究では，SUに
2）

おける入院期間は一般病棟に比べて3割短かった ．

9）

とが明らかになったからである ．
平成16年から厚生労働科学研究費の補助による
「わが国におけるStroke unitの有効性に関する多施設
10）

共同前向き研究」（主任研究者：峰松一夫） が開
2-5 SU導入における課題
SUには，1）基本的設備，2）脳卒中に精通した
スタッフによるチーム医療，3）24時間・365日対

始されており，今後わが国においてSUが具備すべ
き条件が明確化され，SU普及が加速されることが
期待される．

応，が不可欠である．

3．t-PAによる血栓溶解療法

基本的設備としては，脳梗塞・脳出血・くも膜
下出血の病巣診断に不可欠なX線CT（computed
tomography），MRI（magnetic resonance imaging），

3-1

t-PAによる血栓溶解療法の効果

血管病変を評価するためのMRA（magnetic

米国NINDS（国立神経疾患脳卒中研究所）が行

resonance angiography），頚部血管エコー，脳血管造

ったRCTによると，発症3時間以内にt-PAを投与さ

影，CTA（computed tomographic angiography），脳

れた脳梗塞患者は，偽薬を投与された患者に比べ

循 環 を 評 価 す る た め の SPECT（ single photon

て，発症1年後に障害が全くないか最小である可能

emission computed tomography）
，MRI灌流強調画像，

性が最低30%高いという結果であった ．

11）

脳梗塞の原因となる心疾患を評価するための心エ

t-PA投与群と偽薬群には発症1年後の死亡率の有

コー，心電図などの検査を実施できることが必要

意差はなかったが，t-PA投与群において症状を伴う

である．

脳出血の合併が多く，合併症の危険性を減らすた

チーム医療については，脳卒中診療に関与する

めには，厳重にt-PAの適応条件を守ることが重要で
12）

脳神経外科，脳血管内科，神経内科，リハビリテ

ある．以下の場合はt-PAの適応外である

ーション科の医師，看護師，理学療法士，作業療

症状が急速に改善している場合，②神経症状が単

法士，言語聴覚士などが連携して治療にあたるこ

独かつ軽度な場合，③症状からくも膜下出血が疑

とが重要で，そのためには，チームカンファレン

われる場合，④発症後3時間以上過ぎている場合，

スや病院内での治療指針の統一が不可欠である．

⑤直近3ヶ月以内に頭部外傷や脳卒中を経験してい

例えば，国立病院機構九州医療センター脳血管セ

る場合，⑥直近3ヶ月以内に心筋梗塞を経験してい

ンターでは，毎朝，脳血管内科医，脳神経外科医，

る場合，⑦直近3週間以内に消化管出血あるいは尿

神経放射線科医，救急部医師，放射線技師，臨床

路出血があった場合，⑧直近2週間以内に大きな手

検査技師，薬剤師によるミーティングが行われ，

術を受けた場合，⑨直近1週間以内に圧迫止血困難
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：①神経

な部位の動脈穿刺を受けた場合，⑩頭蓋内出血の

が報告されている．上記全国調査によると，わが

既往，⑪血圧上昇（t-PA治療開始時に収縮期血圧＞

国における救急車による来院は43%であった ．

15）

185mmHgまたは拡張期血圧＞110 mmHg），⑫アク

脳卒中救急医療における開業医の役割について

ティブな出血や急性外傷（骨折）がある場合，⑬

は認識を改める必要がある．なぜなら，開業医を

抗凝固薬を内服しておりPT-INR＞1.5の場合，⑭直

受診してから専門病院に紹介される場合は時間の

近48時間以内にヘパリン投与を受け，aPTTが延長

遅れが生じ

している場合，⑮血小板数＜10万／mm3，⑯血糖＜

神経症状の軽い患者の24%をその日のうちに専門病

50mg/dl，⑰発症時に痙攣発作があり，発作後の神経

院に紹介しないで外来で経過観察している，とい

学的障害が残っている場合，⑱CTにて大脳半球の

う問題点が指摘されているからである ．かかりつ

12）

1／3を越える広範な低吸収域が認められる場合 ．

16，18）

，また，開業医（大阪北部地区）は

16）

け医の脳卒中救急診療における重要な役割は，
・ ・ ・ ・ ・ ・

発症する前に ，脳卒中発症リスクの高い患者に，
3-2 わが国における現状と課題

脳卒中の症状と発症時に救急車を呼ぶことを教育

わが国においても，2002年〜2003年にかけて
NINDS試験にほぼ準拠した試験（Japan Alteplase
Clinical Trial，J-ACT）が実施され，米国NINDSと
13）

ほぼ同様の結果が得られている ．

し，地域の脳卒中専門病院について情報を提供し
ておくことであろう．
今後は，救急車を利用することと，開業医を経
ないで直接専門病院に搬送してもらうことを，一

今後t-PAによる血栓溶解療法を導入するにあた
り，米国心臓協会（American Heart Association，以
下AHAと略す）が作成したガイドラインの要点「7

般市民のみならず開業医にも呼びかけなければな
らない．
出動（Dispatch）：米国AHAのガイドライン

14）

で

つのD」：①detection（発見），②dispatch（出動），

は，救急電話センターの電話の応対で脳卒中が疑

③delivery（搬送），④door（救急外来），⑤data（情

われた場合，できるだけ早く脳卒中に対応できる

報），⑥decision（決定），⑦drug（薬剤）が参考に

救急隊を派遣し，救急隊が現場に到着するまでの

14）

なる ．

間の対応を電話で指示することが推奨されている．

発見（detection）：発症3時間以内にt-PAの投与

t-PAをわが国において導入するには，救急電話セン

を開始するには，遅くとも発症2時間以内に病院に

ター職員の訓練，脳卒中患者に発症からの時間を

到着している必要がある．脳梗塞は24時間いつで

考慮して優先的に救急車を派遣できるシステムを

も発症する可能性があるが，1999年5月〜2000年4

作ることが必要である．

月にかけてわが国で行われた全国調査である厚生

搬送（Delivery）：米国AHAのガイドライン

14）

で

科学研究費補助金健康科学総合研究事業「脳梗塞

は，救急隊員が現場に到着次第，簡単なテストを

急性期医療の実態に関する研究」（主任研究者：山

用いて脳卒中の可能性をスクリーニングし，可能

15）

口武典） によると，自宅で発症することが多く

性があれば脳卒中センターに連絡して迅速に搬送

（約8割），患者本人以外に家族が発症時に居合わせ

することが推奨されている．t-PAをわが国において

る可能性が高い．自分自身のみならず家族やまわ

導入するには，救急隊員の訓練，病院到着後1時間

りの人がなった場合に適切な対応ができるよう，

以内に血栓溶解療法を実施できる地域の専門病院

広く一般市民に知識を普及することが大切である．

と救急隊との連携が必要である．

発症から病院受診までの時間については，上記

発症2時間以内に専門医療機関に搬送できない地

全国調査によると発症3時間以内の来院は37%であ

域においては，近隣の病院で，遠隔医療による専

15）

る ．国立循環器病センターの診療圏である大阪北
部地域における研究

16）

では，発症3時間以内の来院

門家の指導のもとに治療を行う必要がある．既に
日本脳卒中協会には，八丈島の脳卒中患者会から，

を阻む要因として，他の医療機関を経由すること，

「東京の専門病院にヘリコプターで搬送しても2時

非活動時の発症，高度な麻痺がないこと，救急車

間以内にたどりつくことができないので，なんと

17）

で来院しないこと，が明らかにされている．米国 ，
英国

18）

など海外における研究においても，救急車

の使用が発症から来院までの時間を短縮すること

かして欲しい」との意見が届いている．離島や豪
雪地帯などに共通する問題であり，行政を中心に
対応方法を検討していただく必要がある．
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救急外来（Door）：米国AHAのガイドライン

14）

で

は，到着10分後までに血圧・呼吸状態などの全身

の理解と協力が不可欠である．本稿がその一助と
なれば幸いである．

状態の評価，脳卒中診療チームへの連絡を済ませ，
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