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このセクションの目的
医療現場での意思決定の３要素（経験、価値観、情報）を念頭に置き、より妥当な意思決定を行うために、
自ら調べ学び判断する手順を身につける

このセクションの目標
l 臨床のシナリオから、複数の具体的なӀ題を作り出すことができる。
l 自らが作り出したӀ題のӕ決のために必要な要素を挙げることができる。
l そのうち、情報について自ら探し入手する手段を挙げることができる。
l 複数の情報について、それらの妥当性、適用性の良し悪しを比Ԕすることができる。
l 集めた情報に基づいて、自ら判断を行いその手順と結果を発表することができる。
l 判断に至る手順やその具体的な内容の多様性を有効に活かすことができる

この目的・目標のために採用された手法
具体的な事例・シナリオのӕ決を模擬体験しながらӕ決の手順をグループで考えながらまとめる。
以下のような流れを想定している。下線分が講義形式にて行われる。
「EBM の手順に関する概説

シナリオの提示→シナリオからのӀ題の抽出・グループディスカッション→グ

ループ発表 →情報検索手順についての概説→実習→」

プログラム
時間
13:00-14:00
14:00-15:00

15:00-15:15
15:15-15:45
15:45-16:45
16:45-17:00
17:00-17:30

内容
コースの目的の確認
EBM の５つのステップと、情報源のӕ説
症例検討
グループに分かれて、EBM のステップを実する。この段階では特に第１段
階のӀ題の定式化の実に重点を置き、このステップの理ӕを深める。
休憩
グループの発表とࡐ疑
情報へのアクセス法、検索法、選択手順を概説する。情報源の使い方やそ
れぞれの特性。UpToDate,PubMed,CochraneLibrary など
論文を読むポイントのӕ説
コースの総括と評価

By T. Fukuoka
(mailto: toshiof@med.nagoya-u.ac.jp）
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Don’t Panic!

Don’t panic!
えÁÁ
Ｑ：このパッケージを使ってすすめるの？
Ａ：そうです
Ｑ：この資料を全読まなければならないの？
Ａ：いえ、そうではありません。今後の学習にも役立つよ
うに、資料をたくさんつけただけです。自分がӀ題に取り
組むために役立つ情報がたくさんはいっていると思います。
シナリオから自分で調べるӀ題を見いだし、それに対して
自分でӕ決策を考え、それが妥当かどうかを判断する作業
です。

小グループでのディスカッションÁ？
大教室での教育、講義を聴くといった受け身の教育を主として経験し
ていたとしたら、だれもが、最初は小グループ学習にはとまどいます。しかし、その学習形態が学習
者の意欲をݗめ、学習効率や生涯学習への意欲をݗめるという意味でも、有用であることが期待され
ています。
参加しているみなさんは、医師を目指して医師となり、現場で同じように知ࡀと経験を積んできたは
ずです。同じシナリオを考える中で、楽しみながら自分の考えを܃り、周囲の同僚の考えに耳を傾け
て下さい。

同僚とともに、リスクのない自由な൪囲気の中でӀ題に取り組んで下さい。わからないことはどんど
ん聞きましょう。また、自分の知っていること考えたこと思っていることは、どんどん発ۗして共有
しましょう。

注意点：学習のプロセスを充実させるためには、学習の主体であるみなさんの準備
と作業が重要です。同じシナリオを題材として、疑問・Ӏ題を出しあい、そこから
重要なもの、興味の持てるものを選び出す作業を共有してください。グループ作業
に置いてはお互いの発ۗに耳を傾け合い、自らの考えを表明し分かち合うことを最
優先してください。
医学的な知ࡀが少しでもੰりないからといって、全く判断できないわけではありま
せん。今、身に付いている様々な知ࡀや経験を総動員して、シナリオに取り組んで
ください。
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Q & A: Evidence based Health Care とは
Q: Evidence based Medicine の考え方とは何ですか？
A: Evidence based Medicine とは，すでにある医療情報・臨床研究結果を活用して，医療者側が持っ
ている経験・技能と，患者の価値観・好みなどを，総合的に統合して医療における判断を行ってゆこ
うという考え方です．
このように書くと，今までの医療内容とどこが違うのか？ととまどう方もいるかもしれません．ポイ
ントは，これらの判断の手続きをなるべく明らかにし，同僚や患者，社会とも共有しやすいようにす
るという点です．さらに，医療情報・臨床研究結果の活用の仕方に関しては一定の手順を提案してい
ることです．

価値観

根拠

経験

図：Evidence based Medicine の概念
表：Evidence based Medicine の３要素とそのポイント
1)

根拠: 最も妥当な，結果の明白な，状況に当てはまる

2) 価値観: 患者の価値観・好み，社会の価値観・価値基準
3) 経験: 医療者側の専๖職としての経験・技能
ここで，この３要素をまとめておきましょう．
根拠：これが，医療情報・臨床研究結果です．これを上手に活用するためには，情報を広く求める能
力（情報・文献検索能力），その情報の信頼性を見極める能力（情報吟味能力），その情報の現場での
適用性や価値判断を行う能力（情報の適用能力・情報に基づいた判断能力）の３つが必要になります．
このうち，情報の吟味能力に関しては少し臨床疫学に関する知ࡀが必要です．
表：Evidence based Medicine で重要視される情報運用の３能力
1) 情報・文献検索能力
2) 情報吟味能力
3) 情報に基づいた判断能力
残念ながら従来の教育は「統ڐ学」とは、無機ࡐな数字を取り扱い、データを分析するというイメー
ジを与えてきました．しかし，ここでの「臨床疫学」というのは，データの分析手法そのもの詳細に
関してはあまり知る必要性はなく，１）研究デザインが一時的な思いこみや見落としが入りかねず信
頼しにくいものであるかどうか，２）その研究結果がどういった意味を持つものであるか，２つの点
を判断できることを目標にしています．決して統ڐ学的処理の手法を細かく知る必要はありません．
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表：EBM で必要とされる臨床疫学の知ࡀ
１） 研究デザインが一時的な思いこみや見落としが入りかねず信頼しにくいものであるかどうか：
臨床デザインの種་の理ӕ，様々なバイアスの種་とそれを避ける手法
２） その研究結果がどういった意味を持つものであるか：治療効果の指標の理ӕ，リスク比，危ۈ
減少率，絶対危ۈ率減少，治療必要人数，などの指標の理ӕ．検査・診断に関しては感度，特
異度などの指標の理ӕ．さらに信頼区間などの推ڐ学的指標の理ӕ
重要な用܃の例
研究の種་：体系的レビュー（systematic review）
，無作為割付による比Ԕࠟ験（randomized
controlled trial: RCT）
，コホート研究（cohort study）
，症例対照研究（case-control study）
，横断
研究（cross sectional study）
割付（allocation）
，無作為割付（random allocation: randomized）
，対象基準（entry criteria）
，ୈ
率（follow-up rate）
，転帰・エンドポイント（endpoint）
，結果（outcome）
，治療意図に基づく
分析（intention to treat analysis）
，盲検化・目Шし（blinding）
バイアス（bias）
，選択バイアス，評価バイアス，検査バイアス，交絡因子（confounding factor）
第一種の危ۈ率，第二種の危ۈ率，信頼区間（confidence interval）
危ۈ率（risk）
，リスク比（risk ratio: RR）
，相対危ۈ率減少（relative risk reduction: RRR）
，絶対
危ۈ率減少（absolute risk reduction: ARR）
，治療必要人数（number need to treat: NNT）
価値観：患者さんの価値観や好みに加えて，社会の価値基準からも医療における判断が無縁にはなれ
ません．これを把握する能力も重要です．患者さんとのコミュニケーション技能，あらゆる価値観に
対する共感する態度，これらを支える患者情報の把握，などが必要です．また，社会の価値基準から
はずれないためには，その判断を共有する医療チームを形成することも重要になります．重症患者管
理や救命治療，緩和ケアなど困難な判断が要求される分野であるほど，医療チームでのアプローチが
強調されます．チームアプローチを行うと，同僚や他の医療職と判断を共有することで，判断のもと
となる価値判断の基準が一時の思いこみや見落としを含んでいないかどうかお互いに確認することが
できます．
経験：医療側の経験や技能も判断に重要な意味を持ちます．手術や特別な処置の場合，施০の経験や
技能によって判断が異なることはありえます．また，このような場合だけではなく治療に伴う不ற合
や様々な治療のオプションを知っておくことは，判断の広がりを可能にします．治療に伴う不ற合や
危ۈ性，様々な代償，コストなどを医療側がわきまえていることも判断を行うときに重要なポイント
になります．
この３つの要素はお互いのੰりない分を補うものです．例えば，明らかに生命予後の改善が期待さ
れる治療の関しては，患者さんの価値観とぶつかってもより強く説得ができるでしょう．逆に，もし
有効性がはっきりしないものであれば患者さんの好みによって治療を行うか行わないかを決めて見よ
いかもしれません．ただ，「価値観」には患者さんのみならず「社会」の価値観を考慮する必要性が
あります．また，すでに有効性が示された治療法であっても，複ߙで٪練が必要で危ۈ性も伴う場合
には，その医療機関の判断としてあえて避けるという場合もあるでしょう．

論文が読めても、患者の価値観をくむことなく、自分の身の丈もわきまえず医療を
行うことは、患者にとっても社会にとっても、とうてい容認できないでしょう。
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EBM の５つのステップ
EBM のステップは５つに分かれています。この５つのステップごとに学習ポイントを列挙す
ると以下の表のようになります。
ステップに先立って：学習者が「プロフェッショナリズム」を身につけている。現場での
判断をよりよくしたいという意志・使命感がステップを実する原動力となる。
ステップ１ 問題の定式化：具体的な症例や状況から取り組むべきӀ題を抽出する作業を
経験させる。Ӏ題は patient/population,intervention/exposure,(comparison),
outcome の要素を意ࡀし、ӕ決可能になるよう「具体化」に焦点を当てる。
ステップ２ 情報検索：Ӏ題から情報を探しださせる。Ӏ題にあった情報源が選択できる
か、適切か検索が行えるか、得られた情報のリストから妥当性や適用性を考慮して適切
なものを選択できるかがポイントになる。
ステップ３ 情報の吟味：情報に対して一定の手順に従って妥当性・結果の意味・適用性
について吟味を行いその情報のあいまいさも含めて評価する。
ステップ４ 判断の適用・実施：Ӏ題に対して判断を下し、必要な方策を考える。判断に
あたっては情報だけではなく、常ࡀや様々な事情、患者や家族の։いや想いを含めるこ
とを勧める。
ステップ５ 判断の評価：一連の作業を振りඉる。個々の判断の結果を重視すると治療本
来の有効性を見誤る危ۈ性があるので、手順の妥当性に焦点を絞り、問題点や改善策を
整理する。
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学習Ӏ題：シナリオに潜んでいる疑問・Ӏ題を見つけ出してみよう
シナリオ
あなたは、ある病院の研修医である。先日午前１時頃、救急外来で陳旧性心筋梗塞の患者が急性肺
水腫の症状を呈して運ばれてきた。
患者は６９才の男性であり、４年ほど前に前壁中隔梗塞にて２週間の入院治療歴があった。そのと
きの入院サマリーを確認すると、この時が初回の心筋梗塞であった。入院時に前下行枝#6 に対して
緊急 PTCA を受けていた。他には右冠動脈#3 に５０％狭窄を認めるのみであった。発症から受診ま
でに６時間以上要していて、入院時の Peak CK は 3600 と記載されていた。
その後外来治療を受けていたが、外来通院中のカルテを確認すると胸レントゲン写真上 CTR は６
０％程度，心図は洞調律で V1-V3 まで QS パターンであり、心エコーでは左室駆出率は３５％程
度と推定されていた。外来での内服薬などは、アスピリン(100mg)１Ｔ、レニベース（５mg）１Ｔ、
ラシックス（４０mg）１Ｔ、アルダクトン（25mg）、ミリスロールテープ１枚であった。今年の１
月に一度呼吸困難を訴え軽い心不全と診断され利尿剤がୈ加されていた。
今回は２日前からൌࡨ気味であった。昨夜夕॒後に軽い呼吸困難感を自ԑしたがしばらく坐ってい
ると楽になった。ൌ呂に入って、早めに床に就いたところ１時間程度で息苦しくなって目ԑめ、座
り込んでしばらく様子を見ていたが楽にならず救急車を呼んで搬送された。救急車内では意ࡀはや
や混濁気味だったが応答は可能、ڥ圧は 160/90 脈拍は 110/分、酸素飽和度は１０Ｌ酸素投与下に 96%
であり、呼吸困難を訴えるが胸痛は訴えないと報告された。
来院時、ストレッチャーにて֬坐位で搬入された。意ࡀは JCS で I-2 程度、呼吸回数は 30 回、ڥ圧
は 156/88 脈拍は 112/分、モニター心図上洞調律と判断された。手は冷たくはなかったが冷や汗を
かいていた。呼吸音は全肺野で coarse crackle を聴取した。心音は３音のギャロップリズムと思われ
た。下肢に浮腫は認めなかったが頸ৌ脈は怒張していた。
あなたは直ちに末梢ৌ脈ルートを確保しラシックス 20mg をৌ注し、ڥ液検査、胸レントゲン写真、
心図検査などを手配した。心図は洞性頻脈であったが前回外来の心図に比Ԕして大きな変化
はなかった。動脈ڥガス検査では酸素１０Ｌ投与下にて pH 7.352 PaO2 75mmHg PaCO2 36mmHg Na
135mEq/L K 4.3mEq/L Cl 98mEq/L であった。
十分な尿量がえられていないことに気づきラシックス 20mg をୈ加投与した。しかし、不穏状態とな
りڥ圧も呼吸回数も上昇してきた。胸レントゲン写真を待つ間に、呼吸状態が悪化し挿管しなけ
ればならなくなった。
幸い経過は順調であり無事退院したのだが、先輩からڥ圧の十分ある肺水腫患者ではڥ管拡張剤が
有効だといわれた。その一方で、別の先輩からミリスロールなどのڥ管拡張剤は低酸素ڥ症を悪化
させるので低酸素ڥ症のある患者では注意せよといわれた。
あなたは次に同じような患者に出会ったときڥ管拡張剤を投与しますか。

この作業の目的：臨床のシナリオから、Ӏ題を拾い上げることができる。
Ӏ題について、そのӕ決に向けた手順を挙げることができる。
EBM の 5 つのステップが、
「Ӏ題ӕ決のための手順」であることを理ӕする。
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Ӏ題作成マニュアル
１）まず、シナリオを読んで理ӕしにくい用ۗ・܃葉をリストアップしましょう。
２）その用ۗ・܃葉の意味を人にきくなり調べるなりして明らかにしましょう。
３）次にシナリオから思いつく疑問・Ӏ題を思いつくままに以下に書き留めておきましょう。
ポイント：なるべく具体的にする。なるべく当事者にとって切実なものにする。なるべく自分にとっ
て興味が持てそうなものにする。
私の疑問・Ӏ題：

４）そのӀ題を、そのシナリオにそって具体化しやすいかどうかで、以下の２つの種་に分けてく
ださい。
(ア) 疾患や病態が主܃となるもの
これを、基礎知ࡀを得るためのӀ題といいます。Background question という場合もあります。
「この病気はどんな病気だろう。
」といったものです。これも重要な学習Ӏ題となります。
(イ) 患者・対象者が主܃となるもの
実際に現場では、この患者にこの治療をやるべきか、といった現場での判断に直接結びつくよ
うӀ題やӀ題が重要になります。これを現場でのӀ題、Ӏ題ӕ決のためのӀ題とۗいます。
Foreground question という場合もあります。
このセッションでは（イ）の「判断に結びつくӀ題」を優先させます。EBM の手法は現場での
判断をより妥当で受け入れやすく有効なものにするための手順です。こちらのӀ題の方があっ
ているのです。
もちろん、基礎知ࡀを得るためのӀ題にも取り組まなければ具体的な判断に結びつかないかも
しれませんので、適宜病態生理学や臨床薬理学、ӕ剖学などに関するӀ題も抱きながら、知ࡀ
をୈ加してください。
５）そのӀ題をポイントごとに分けて、「疑問文」にまとめて下さい。いくつあげていただいても構
いません。
そのときの注意点：
疑問文の主܃はなるべく「患者」
「住民」などにして下さい。
Ӏ題の種་を決めておきましょう。A) 診断 B) 予後 C) 害・病因 D) 治療 E) その他
Ӏ題の４要素（患者・対象者、介入・曝༳、対照、転帰・結果）を念頭に置いてまとめて下さい。
整理したӀ題の形式のひな形：
○○に、
をすると、
（△△に比べて、
）□□の診断ができるか？
○○に、
をすると、
（△△に比べて、
）□□が֬こるか？
○○に、
をすると、
（△△に比べて、
）□□が避けられるか？
○○に、その経過の中で（
をすると、△△に比べて、
）□□になるか？
この手順は「疑問・Ӏ題の定式化（formatting the questions）」「答えが見つけやすいようにӀ題を
まとめる（formulating answerable questions）」といいます。このとき、患者・対象者：○○を
「patient/population」
、介入・曝༳：

を「intervention/exposure」
、比Ԕ対照：△△を「comparison」
、

転帰・結果：□□を「outcome」として、それぞれの頭文字をとり「PICO（または PECO）にまとめ
る」というۗい方があります。
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定式化したӀ題を挙げてみよう
整理したあなたのӀ題（いくつでも）
：

グループワークのӀ題
それぞれのӀ題の種་をまとめてみましょう。「具体化」、「４つの要素」にこだわってまとめて
ください。Ӏ題の最後に、そのӀ題に一番当てはまる分་として「治療」
「診断」
「予後」
「病因・
副作用」
「その他」のどれか一つを記入してみましょう。
グループワークで定式化したӀ題
グループワークで定式化したӀ題（いくつでも）
：

このӀ題をグループで発表します。発表者を決め、特に重要と思うӀ題を２−３挙げてみましょう。
それに対して、１）とりあえずどう判断するか、２）より確かな判断をするためにはどのような情報
（研究結果や医学的知ࡀなど）が必要と思うか、３）その情報を得るためにはどのような情報源に当
たろうと思うかをまとめてみましょう。
グループワークで特に重要と思われたӀ題について：
１）とりあえずの判断、２）判断に必要と思われる情報、３）あたろうと思う情報源
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さらにシナリオのୈ加
寒い手術室
あなたは、ある病院の外科医である。最ؼ手術室が寒いのに気づいていた。手術をする若手の外科医
に聞くと、術着を着込むと暑いので少し温度を下げてもらっているのだという。麻ক科医に聞くと、
術中に低体温になってもԑますまでに復温すれば問題ないのではないかという。
あなたは、患者の低体温を避けるために汗だくになりながら手術をしたことを思いඉしながら、患者
の低体温は何か患者の予後にかかわるような悪影があるのだろうかと考え始めた。
貧ڥと結膜
あなたは、ある病院の内科医である。研修医に理学所見の取り方を教えることになり、いくつかの所
見についてまとめていた。
その中でふと、眼瞼結膜の所見はどの程度貧ڥの診断に役立つかӀ題に思えてきた。確かに、出ڥ性
ショックのような場合には眼瞼結膜は白くなり、有用であるように思えるが、果たしてڥ行動態の安
定した患者に眼瞼結膜をルーチンに見ることがどの程度意味があるのだろうか。第一、anemic、
slightlyanemic、notanemic だなんてどう決めればよいのだろう。
熱性けいれんの子の未来
あなたはある病院の小児科のレジデントである。最ؼ熱性痙攀の子供の主治医となった。この子は痙
攀の発作がସ時間続き、痙攀発作終了後もしばらく意ࡀがはっきりしなかったため入院となっていた。
この母親が自分の子供に何らかの障害、痙攀発作の継続や学習障害などを心配していた。通常の熱性
痙攀であれば心配ないですとۗえるのだが、この患児の場合はどう判断して良いやら見当がつかなか
った。
化学療法の生存者 その子供は？
あなたは、ある病院小児科医である。10 年以上前に白ڥ病（ALL）で加療を受けた 21 才の男性患者が
外来を受診してきた。あなたはこの患者を見たことはないのだが、担当した主治医はこの病院にいな
いため、割り当てられたようだった。本人の話によると、昨年結婚しこの年末に父親になるのだが、
子供に関して不安があるので相談にやってきたという。本人は、自分が ALL の既往があることを妻に
話していない。自分としてはここ 5 年程は病院に行ったこともなく、健康であると思っているが、最
ؼ出産がؼづくにつれ不安になってきたのだという。10 年以上前とはいえ、髪の毛が抜けるほどの薬
を投与されていたのだから自分の子供に何らかの異常が出るのではないか、特にЋ伝的な原因もから
んでまた子供が ALL になるのではないかと心配していた。あなたは、来週までに調べておきますから
もう一度来てくださいと話をした。あなたは、意を決して Medline の検索に取りかかった。
完全左脚ブロックと急性心筋梗塞の診断
あなたは、ある公立病院の内科ସである。救急外来の責任者でもある。
最、ؼ救急外来で研修医が胸の違和感を訴える患者に対して、心図所見から急性心筋梗塞を疑い
ڥ栓溶ӕ剤（組織型プラスミノーゲンアクティベーター）をৌ注した。しかし、実際には完全左脚ブ
ロックであり、後に患者は軽い逆流性॒道炎と診断された。あなたは、ろくに心図も読めないまま
数十万円もする薬剤を投与した研修医に強い憤りを感じていたが、一方で脚ブロックの際の急性心筋
梗塞の診断の難しさも知っていた。一度きっちり調べた方がよいと思い始めた。
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腎不全患者への造影剤
あなたは、ある病院の循環器内科医である。今度、腎機能低下のある糖尿病患者に対して PTCA を行
うことになった。この患者は、左前下行枝のؼ位に狭窄があった。心筋梗塞の既往はないが、前壁
の運動がやや低下しており、左室駆出率はほぼ 55%程度とされていた。
この患者は、ڥ清クレアチニン値は 2.0mg/dl であり、身ସは 165cm 体重 63kg であった。空腹時ڥ糖
は内服薬と一般管理で 100-140 程度にコントロールされ、HbA1c は６前後で推移していた。前回の冠
動脈造影では、特に腎機能低下などの問題は生じなかったが、今回は PTCA でもあるので、造影剤が
150ml 程度必要ではないかと予測していた。場合によってはさらに、増量する可能性もあった。
あなたは、とりあえず術前から輸液を行い、PTCA 中もなるべく造影剤を少量にとどめるようにしよう
とは思っていたが、果たしてどの程度腎不全のリスクがあるかを把握しておこうと思い、文献を検索
してみた。
意ࡀ消失のあったくも膜下出ڥ
あなたは、ある病院のレジデントである。先日、46 才の女性が意ࡀ消失と右半身麻痺にて救急外来に
搬送されてきた。この患者は会社のロッカールームで倒れているところを発見され、救急車で搬送中
に意ࡀを回復し、救急外来到着時には自発開眼はあったが、右上肢の完全麻痺と右下肢の不完全麻痺、
急性の失܃を呈しているようで、指示に従えるかどうか、発܃があるかどうかはよくわからなかった。
同僚の話などから完全に意ࡀのない時間は、ସくても 30 分程度と思われた。病院到着後 CT 検査など
でくも膜下出ڥと診断され、緊急脳動脈造影にて左中大脳動脈の脳動脈瘤が発見され、緊急で開頭動
脈瘤クリッピング術が行われた。術翌日には意ࡀは回復し、麻痺や失܃も消失した。
本人や家族から今後の経過について聞かれ、くも膜下出ڥの時には発症後に֬こるڥ管攣縮が問題に
なることを知っていたあなたは、「とりあえず最も心配な時期は乗り切っていますが、今後もう一度
症状が出現することがあるので、十分注意するつもりです。」といった説明をした。家族から、術前
は意ࡀがないほど重症だったのに大丈夫だろうかと聞かれ、「やはり普通の人よりは重症になりやす
いかもしれませんね」といった話をしていた。
神経内科は市立病院に必要か
あなたは、ある市民病院の病院ସである。市の財政難に伴い、病院の不採算๖や人員の削減を行
わなければならなくなった。市ସの諮問委員会で「ସ期療養患者の多い神経内科は不要ではないか。
神経๖は外傷を主にした脳神経外科で十分である。脳卒中患者のほとんどは一般病院で十分対応可
能であり市民病院の仕事ではない。難治性の神経疾患は༄の市の神経専๖病院に送ればよい。」とい
う意見が出されていた。あなたの病院の現状では、脳卒中の急性期の患者は人工呼吸が必要な重症患
者をのぞいて一般病棟で管理されていた。多くは研修医やレジデントが主として対応しており、確か
に一般病院とたいして治療内容が変わっているとも思えなかった。
あなたは東日本を中心に脳卒中を専๖にした StrokeUnit が取り入れられていることを知っていた
が、果たしてどれほど有効なのかはっきり知らなかった。病院収入の面からいえば、多くのݗ給取り
の医師を抱えた内科๖の医師を削減することはとても魅力的に思えたが、市民病院という責務を考
えれば、あまり医療のレベルを下げるようなことは容認されないだろう。逆にۗえば、医療レベルを
上げるためにはある程度の投資も認められるかもしれない。
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症状のなかった心筋梗塞患者
あなたは、ある病院の循環器内科のレジデントである。先日、76 才の男性が息切れを主訴に救急外来
を受診した。この患者は糖尿病で内科外来通院中であり、内服薬と一般管理で空腹時ڥ糖は 100-140
程度にコントロールされ、HbA1c は６前後で推移していた。２年ほど前に心筋梗塞（下壁）の既往が
あったが、梗塞巣は広くなく心機能は温存されていた。その後狭心症などはなく、運動負荷心図に
ても有意な心図変化を認めていなかった。
来院時、脈拍 110/分、ڥ圧は 160/110 であり、モルヒネ 5mg を投与しやや症状は落ち着いた。あなた
は、身体所見と胸レントゲン所見からڥݗ圧症性心臓病による心不全を疑い ICU に入室させたが、
翌朝別の患者の心エコー検査をしていたところ、看܅婦から CK が上昇していると連絡を受けた。あ
なたは、あわてて ICU にゆき、心図を確認したところ下壁領域で新たに T 波はЧ転しており、CK も
1500U/L と上昇していた。ସに相談したところ、もう時期が過ぎているので緊急での冠動脈造影を
することはないだろうとۗわれ、通常の内科的治療でしばらく様子を見ることにした。
あなたは、自分が急性心筋梗塞を見落としたことで少し落ち込んではいたが、痛みを全く訴えない急
性心筋梗塞患者は以前にも診たことがあったので、気になっていた。以前、糖尿病患者において痛み
を訴えない急性心筋梗塞の患者の頻度がݗく、予後が悪いという論文を読んだことがあったが、どれ
くらいだったか思い当たらなかった。
意味のない心肺蘇生を止めたい。でも…
あなたは、ある市立病院の救急医である。院外心停止患者が運ばれてくるが、ほとんど回復しなかっ
た。たとえ、救急外来で心拍再開しても結局２，３日で意ࡀを回復しないまま死亡する症例がほとん
どだった。社会復帰したのはここ２年ほどで１例か２例だと思われた。
あなたは、無意味に思えるような蘇生行為に１時間も費やすことがある現実を何とかしたいと感じて
いた。もっと早く蘇生中止の判断はできないものか。もちろん、かってに判断することは避けなけれ
ばならないが、何か目安のようなものはないかと考えていた。
在宅リハビリを行うべきか
あなたは、地域保健担当の行政官である。今度介܅保ۈでリハビリが拡充されるのに伴い、在宅の老
人に対する在宅のリハビリテーションの有効性について検討する必要性を感じていた。あなたの担当
地区は地方ற市であり、ற市とはいえ最ؼは基幹企業の衰退から労働人口は減少し老齢化が進んでい
た。一番の悩みの種は、今後の老人医療費、国保負担の増加であり、何とか寝たきりや要介܅状態の
老齢者を増やさなくする方策はないものかと考えていた。その対策としてこのリハビリの拡充が使え
るかもしれない。しかし、拡充に伴い費用もかかる。
あなたは、費用のことはいずれ検討しなければならないと思いながらも、在宅の要支援状態の独居老
人に対して単にヘルパーを派ۆするだけではなく、在宅でのリハビリ指導を勧めるようにしてはどう
か、そのことで要介܅状態になる人を減らしたり、少しでもૺらせたりできるのではないかという意
見があった。しかし、在宅のリハビリで活動性があがるとかかえって交通事故や転倒などの事故が増
えるかもしれない。このような難しい状態を整理するために、在宅のリハビリの有効性について検討
しようと思った。
人॒いバクテリアを乗りѠえることができるか
あなたは、ある病院の ICU 担当医である。４日ほど前に劇症型溶連菌感染症患者が ICU に収容された。
患者は６８歳の男性であり、ڥݗ圧や糖尿病などの合併症はなかったが、一日５合以上の日本ࢁをТ
むなどアルコールはかなりТんでいたようであった。以前から肝障害を指摘されアルコールを控える
ようにいわれていたが、守れなかったということだった。
ICU 収容時には気管内挿管され敗ڥ症性ショック状態であった。右下肢は臀まで発ঢ়があり、下腿
には水疱形成を伴っていた。溶連菌感染による壊死性筋膜炎と診断されていた。大量の輸液と昇圧剤
の投与でڥ行動態を安定させてから緊急手術で切開排膿術を行った。手術時間は３時間ほどであった
が、術中から無尿状態となり結局その後２日おきの透析が必要な急性腎不全状態となった。
抗生物ࡐとしてはアンピシリンが選択され、下肢の発ঢ়の広がりは小康状態となった。あなたはこの
患者の予後が気になりはじめた。果たして助かる見込みはあるのだろうか、周りの医師に聴くと「五
分五分といったところかな」というඉ事がඉってきた。
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熱のある子供
あなたは、ある病院の救急医である。２歳（正確には２歳３ヶ月）の発熱の女児を診る機会があった。
この子は３日前の夕方から３８度代の熱が出て、昨日も１日中 38 度から 39 度の熱が続いていた。た
だ、下痢や嘔吐もなく比Ԕ的॒欲は保たれていた。咳やのどの痛みは訴えず、寒気を訴えることはな
かった。母親は本人が元気なので手持ちのӕ熱剤だけで様子を見ていたが、なかなか熱が下がらない
ので心配でつれてきたようだった。出生時やその後の生育歴に問題はなさそうだった。また、麻疹の
予ේ接種はすませてある。
体温は 39.2 度、呼吸回数は２０回程度であり、脈拍は 120/分であった。身体所見上、顔や体幹、四
肢に発疹は認めない。扁桃の発ঢ়や腫脹、頸・腋窩・鼠径のリンパ節に腫脹・圧痛はない。腹は
平坦でグル音は正常、圧痛はない。肝臓の腫大もない。心音呼吸音に異常を認めず、頭痛の訴えはな
く歩行は可能で四肢の動きも正常、診察室のキャラクターのぬいぐるみに興味を示して、だっこして
いる。首を痛がっておらず、自分で首をぐるぐる回しても「けろっ」としている。皮膚は暖かく腋窩
には汗をかいていた。耳の痛みを訴えていなかったが、念のため耳؛で۴膜を確認したが発ঢ়や腫脹
を認めない。
今日受診するまでに医療機関を受診したことはなく、本人が通っている保育園で特にウイルス性感染
症が流行しているということもない。１週間ほど前に一緒に遊んだいとこがそのときに発疹に気づき
翌日水痘と診断されている。その後３日ほどして弟（８ヶ月）が 39 度ؼくの熱を出したが、半日ほ
どで下がってしまいӕ熱剤の坐薬を１度使っただけだった。弟に皮疹はでなかった。その後２日ほど
経って、この子が発熱したのだという。この子も弟も水疱瘡の予ේ接種は受けておらず罹患歴もない。
あなたは尿検査をしたかったが、本人に尿意もなくどうも上手にとれそうになかった。ちょっと申し
訳ないと思いながら、２日もݗ熱が続いていることが気になり、あなたは両親に説明の上、胸レン
トゲン写真とڥ液検査を行うことにした。おとなしい子であり、採ڥも容易であったので助かった。
さて、胸レントゲン上異常はなかった。ڥ液検査上、白ڥ球は 9800/mm3,CRP1.4mg/dl であり、
そのほかに大きな異常は認めなかった。重症の細菌感染症ではないと考えたあなたは、全身性のウイ
ルス感染症か尿路感染症が一番疑わしいと考えた。あなたは検査結果と自分の考えを両親に説明をし
て、しばらく様子を見るか抗生物ࡐを開始するかの２つのオプションを説明し、とりあえず抗生物ࡐ
は出さずӕ熱剤と水分補給で様子をみて、明日もう一度小児科外来に再診することにした。
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論文検索の支援システム
すぐにアドレスが思い出せないとき→検索エンジンを使うべし。
PubMed と Google に入れれば、一発で PubMed のサイトが得られます。

論文検索の支援システム
PubMed: http://www.pubmed.gov（Medline の検索システム）
Amazon Medline サービス：http://member.nifty.ne.jp/medicalmedia/（日本܃で medline
を検索したい人用）
CASP few: http://www.phru.org.uk/~casp/finding.htm (CASP 検索ワークショップ用資料)
Guideline Cleaning House: http://www.guideline.org/index.asp（ガイドライン検索）
DARE database: http://nhscrd.york.ac.uk/（システマティックレビューの検索）
Centre for EBM: http://minerva.minervation.com/cebm/（英国オックスフォードのサイト:
更新中）
SUMSEARCH: http://SUMSearch.uthscsa.edu（インターネット検索エンジン）
Clinical Evidence: http://www.evidence.org（治療に関する情報集）
PubMed の検索方法の説明を行ったサイトの例
東大学：http://www.mnc.toho-u.ac.jp/mmc/pubmed/index.htm
東京医科歯科大学：http://www.libweb.tdc.ac.jp/pubmed/index.html
慈恵医大：http://www.jikei.ac.jp/micer/pubguide.htm
神奈川歯科大学：http://www.kdcnet.ac.jp/hepatology/howto/pubmed2000/newpubmed.htm
Ovid の検索マニュアル
USACO 株式会社：http://www.usaco.co.jp
学生・研修医に有用なインターネットリソースいずれも無料リソース
¸

¸

¸
¸

¸
¸
¸
¸
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Evidence-basedOnCallhttp://www.eboncall.org救急関連の情報のまとめ。疾患ごと、病態ごとにまと
められていて利用価値はݗい。また、CAT（criticalappraisedtopics）という論文のまとめまで確認で
きるので便利。
ライフサイエンス辞書プロジェクト http://lsd.pharm.kyoto-u.ac.jp/index-J.html 生命科学関連の英
܃辞書。無料で使える：オンラインでの辞書引き、ダウンロードできる辞書、英܃を学ぶための用܃集な
どもそろっている 医学用܃の翻訳が必要なときに便利
BestBets：http://www.bestbets.org/ 救急関連の情報も盛りだくさんのサイト。分野別に分けて整理さ
れている。論文を探したり読んだりするのに疲れたら、ここの title だけでも眺めると良い。
PedsCCM：http://pedsccm.wustl.edu/Pediatric と書いてあっても、一般的な重症患者管理に関する情報
がまとめられている。変化の激しいこの分野について行くには重要なサイト。特に重症管理にかかわる論
文をまとめた PedsCCMEvidence-basedJournalClub（http://pedsccm.wustl.edu/ebjournal̲club.html）
はࡐのݗい論文のサマリーを Palm に取り込むこともできて便利。
iMedicine：http://www.miart.co.uk/i-medicine.info/ EBM 関連の「元締め」サイトとなりそう。
Attract：http://www.attract.wales.nhs.uk/ 英国で一般臨床医からのӀ題に答え続けているサイト。Ӏ
題も情報源も一般的で良い見本になる。
CancerNetJapan:http://www.cancernet.jp ガン情報だったらここ。患者向け、医師向けの情報が日本
܃で提供されている。ただ、スポンサーが美容外科医院というのが、ちょっと心配？
あと、翻訳サイトをあなどってはいけない。PubMed のアブストラクトも無理やり翻訳してくれる。例：ニ
フティ http://www.nifty.com/globalgate/、excite 翻訳 http://www.excite.co.jp/world/url/

検索方法の見本

インターネットのサイトで検索式を示しているところを挙げます。治療や診断、予
後、病因/副作用、レビューなどいくつかのテーマに関して medline の検索式が具体
的に提示されています。
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CASPfew Filters
http://www.phru.org.uk/~casp/filters.htm
NLM PubMed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query/static/clinicaltable.html
NHS Centre for Reviews and Dissemination* http://www.york.ac.uk/inst/crd/search.htm

ただし、これらの検索方法のうち sensitive と specific と分けてあるのは、なるべくも
れがないように検査をする感度重視の検索と、検索されたものになるべく無関係な
ものがない特異度重視型の検索に分けてあることを意味します。通常、臨床家はた
くさんの論文に悩まされるのを嫌って特異度を重視し、研究者はもれがあることを
嫌って感度重視になりがちであるといわれます。
*：NHS CRD はシステマティックレビュー専用です。
EBM の手順

報も決まるため、答えが求めやすくなります。

Ӏ題は何か、Ӏ題をどう整理すればよいのか

Ӏ題から情報を集める

Ӏ題の種་をいくつかの種་に分けることで、ここか
らの手順を分りやすく出来ます。
l
治療/予ේの介入に関するもの
l
検査や所見の診断の有効性を考えるもの
l
予後に関するもの
l
病因や副作用に関するもの
l
経済性・効率性に関するもの

一次情報：Medline の検索や、パーソナルファイルな
どからの原著論文

現場からӀ題を作る Three part question
問題の定式化とは、実際の現場でӀ題の 3 要素を拾い
上げることをさします。その 3 要素は以下のようにな
り ま す 。 患 者 / 対 象 (patient) ・ 介 入 / 曝 ༳
(intervention/exposure)・転帰/結果(outcome)
シナリオから、Ӏ題をまとめてみましょう。このӀ題
をまとめる作業が、EBM の第 1 ステップであり、も
っとも重要なステップです。
あなたが最ؼ直面したӀ題の、3 要素を拾い上げまし
ょう。以下に three part question の例を示します。
「ڥݗ圧の患者に、減塩療法を勧めると、患者の生命
予後が改善するか」（治療・予ේのӀ題） 「40 歳以
上の地域住民に、年に一回胸 CT 検査を行うと、地
域の肺ガンによる死亡率が下がるか」（スクリーニン
グのӀ題‡治療・予ේのӀ題となる） 「3 才の子供
に、検診で聴診を行うと、先天性心疾患の除外診断に
役立つか」（診断のӀ題） 「妊娠可能な女性が、ゴ
ミ処理場のؼくに住むと、先天異常児出産の危ۈ性が
増すか」（病因・副作用のӀ題） 「前立腺肥大症の
患者が、その後の経過の中で、尿閉を合併するのはど
れくらいの頻度か」
（予後に関するӀ題）

など多くの医療行為に関するӀ題はこの形式に
当てはめることができます。これでӀ題が共有
され、その要素が明らかになり、求めるべき情
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Medline の検索の方法
３） 自分のӀ題に基づいた keyword を選択します。
４） 自分のӀ題の種་に基づいて、重要な論文が検
索できる keyword を加えたり、publication type などで
絞りましょう（あとに示す論文のチェックポイントに
示してあります）
５） 上記の手順で全く論文が得られない場合には、
text 検 索 を 加 え る 、 MeSH で の 検 索 の 場 合 に は
「explode」のコマンドを使って下位の keyword も加え
ているか確認する、使用した publication type での制限
や subheadings、発行年の制限をはずしてみる、などを
ࠟしてみましょう。

６） もし、1-2）のステップでたくさんの論文が得
られた場合には、まず「ないよりはまし」と安心しま
しょう。つぎに、自分のӀ題の要素をもう一度検討し
てより絞った方がよいと思われる keyword を加えて絞
って行く、重要な keyword については「explode」コマ
ンドをはずしたり「focus」のコマンドを使ってその
keyword が主要なテーマになっている論文に限る、探
す目的のӀ題が治療に関するもので、すでに大量の
RCT がなされているのなら、meta-analysis や review に
ねらいを変えて検索をやり直す、などの方法が有用で
す。もちろん、ԑ悟を決めてたくさんの論文の題名だ
けでも確認して選択するのも有用です。このときに、
特に重要と思われた論文の内容を検討し、自分がまだ
気づいていない重要な keyword がないか確認し、もし
あればその keyword を加えて検索をやりなおすという
方法もあります。

論文の検索にあたってのチェックシート
また、いきなり PubMed で検索するのは実際的ではありません。このページの下に示した二次情報が院内で利用
可能かどうか確認して、まずそちらを利用してみましょう。また、従来の医学教科書や臨床マニュアルなども活
用して、現場で利用可能な情報源に精通することがより確かな判断につながります。
対象患者

介入方法・曝༳因子（治療法、対策、検査法、危ۈ因子、などなど）

（対照となる介入）

検討対象となった転帰・結果

選択しようと思う情報源・ࡐのݗい論文を選ぶための利用方法や付け加えるキーワード

PUBMED の「RAPIDANDDIRTY 検索法」 どうしても引いてみたという人に。
あなたが直面した、あるいは考えた、あるいは採用した患者・シナリオを念頭に置く
そこから、重要で切実なӀ題を定式化し抽出する。
それを３パート、または４パートクエスチョンにまとめる。
それを上のシートに書き込む。
それぞれの要素から適切と思うキーワードを০定する。年齢や性別で絞るのは最後にしておく。
キーワードは必要に応じて ANDOR などで結んだり絞ったりすることを念頭に置くこと。
要素を一つ一つ PUBMED に入力する。必ず、一つのキーワードを入力すると ENTER キーを押して検索を実行し、
検索できた件数を確認すること。検索できた件数が極端に少なければ、それはスペルミスである可能性がݗい。
すべて入力し終えたら、入力ボックスの下の HISTORY の文字をクリックし、HISTORY 画面に移る。
その検索結果の一覧から、「#1AND(#2OR#3)AND(#4OR#5)」といった具合に、Ӏ題にあわせた検索式に整
える。
最後に、ࡐのݗい論文を選ぶためのキーワードを入力する。次ページからの論文のチェックポイントの一番下の
項目を参照する。
数が少なすぎれば、まずスペルミスや式の立て方の間違いがないかチェックする。その上で、AND で結んだ要素
を減らしたり、絞るようなキーワードを省いたりする。
多すぎたら、まず「AND」「OR」などが大文字になっているか、数字の前に「#」を忘れずにつけているかチェッ
クする。その上で、より絞るようなキーワードをୈ加したり、治療に関するӀ題であれば PUBLICATIONTYPE を
「RANDOMIZEDCONTROLLEDTRIAL」から「META-ANALYSIS」で絞るように変更してみる。
さらに、実際にやる中で最初に示した情報源などを活用して上手な引き方をマスターしてください。
PubMed は「情報の大海」です。羅針盤も持たずに取り組むのはとてもݱが折れます。まずは、自分の興味や専๖
分野で重要な論文などを参考にして、実際のその論文を検索できるかࠟしてみたり、その論文についてた重要な
キーワード（MeSH など）を憶えることからはじめるのがؼ道です。

院内のその他の情報源（二次情報など）の確認
このほかに、病院の図書պや医局、救急外来などでどのような情報源が利用可能か確認してみましょう。
□ コクランライブラリー
□ UpToDate
□ クリニカルエビデンス（日本܃版 英܃版）
□ BestEvidence
□ インターネット検索
□ その他（
）
それぞれの情報源を実際に使ってみましょう。
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□ 論文のチェックポイント：JAMAusers'Guide 版

http://www.med.ualberta.ca/ebm/

以下に、論文のチェックポイントと、重要な指標、MEDLINE 検索にあたっての重要
な keyword をあげます。
診断検査に関する論文(Diagnostic test)
治療に関する論文
結果は信頼できるか

結果は信頼できるか

対象患者は治療群と対照群に無作為に割り付けられているか
研究対象患者の全てが結果に反映されているか

標準的な診断を確定する方法(gold standard)と、その結果を
知らされないまま別々に検査され比Ԕしているか

フォローアップ中に脱落症例はないか。あっても結果をくつ
がえすほどの影はないと思えるか。

研究の対象となった患者群は実際に検査の対象となるような
患者群であったか

最 初 の 割 付 の ま ま 評 価 さ れ て い る か （ intention to treat
analysis）

研究の対象となった検査は、標準的な検査結果にかかわらず
全例に行われ評価されているか

患者、医師、研究者がいずれも患者の治療内容を盲検化（目
Шし）されているか

検査方法は明確に記載されて実行・再現可能であるか
結果はどのようなものか

最初の患者背景は両群で大きく異なってはいないか
研究対象の治療以外は、両群の治療内容が大きく異なっては
いないか

感度、特異度、尤度比はどうか
結果は自分のそして自分の患者の役に立つか

結果はどのようなものか

その検査は自分の施০、状況で行なえるか

結果はどれほど大きなものか（これは、効果の差を見る）

結果は自分の患者にあてはまりそうか

結果からの予測はどれほど正確か（これは、信頼区間の狭さ
を見る）

その検査は自分の医療行為を変えうるものか
その検査によって患者に利益があるか

結果は自分のそして自分の患者の役に立つか
研究対象患者から見て、この結果は自分の患者に当てはめる
ことができるか

診断の論文の中での重要な指標
疾患あり

疾患なし

検査ຨ性

a

b

検査Ч性

c

d

重要な転帰が、全て検討されているか
その治療による益は、害やコストに見合ったものか
治療の論文での重要な指標
転帰（死亡など）

感度 a/(a+c)、

特異度 d/(b+d)

あり

なし

検査のຨ性的中率（positive predictive value: PPV）

治療群

a

b

対照群

c

d

検査のЧ性的中率（negative predictive value: NPV）
d/(c+d)
ຨ性の尤度比 (likelihood ratio of positive test: LR(+)

危ۈ性

治療群：Y=a/(a+b)、対照群：Ｘ=c/(c+d)

相対危ۈ度あるいはリスク比（RR）

感度/（1-特異度）or a/(a+c)/b/(b+d)

RR=Y/X

相対危ۈ度減少（relative risk reduction: RRR） RRR=1-RR or
RRR=[(X−Y)/X]
絶対危ۈ度減少（absolute risk reduction: ARR）
治療必要人数（number needed to treat: NNT）

a/(a+b)

ARR=X−Y
1/ARR

補ੰ説明
死亡率 20%の疾患が治療によって死亡率 10％になった場合、
RR は 1/2、RRR は 50％、ARR は 10％、NNT は 10 人となる。
死亡率 4％の疾患が治療によって死亡率 2％になった場合は、
RR は 1/2、RRR は 50％と先ほどと同様であるが、ARR は 2％、
NNT は 50 人となる。
NNT とは、望ましい治療効果を呈する患者を 1 人得るため
に治療する必要のある人数を指す。治療にによっては、時間
の要因を考慮する必要がある。たとえば治療といっても急性
期の治療ではなく、3 年間の治療継続が必要な場合には /3
年とする。
文献検索の場合の keyword
Clinical trial (publication type)
Randomized controlled trial (publication type)
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Ч性の尤度比 (likelihood ratio of negative test: LR(-)
1-感度)/特異度 or c/(a+c)/d/(b+d)
尤度比の目安
LR が＞10 あるいは＜0.1

効果大

LR が 5-10 あるいは 0.1-0.2

効果中

LR が 2-5 あるは 0.2-0.5

効果小

LR が＜2 あるいは＞0.5

効果僅か

LR が 1

効果なし

LR が大きければ大きいほど、確定診断に役立つ。逆に小さ
いほど除外診断に役立つ。
文献検索の場合の keyword
Sensitivity and specificity --Explode
Diagnosis &(px)

予後に関する論文

副作用に関する論文

結果は信頼できるか

結果は信頼できるか

対象となった患者はその疾患の同等の病期（重症度、進行度）
から得られているか

比Ԕする患者群は、その副作用の原因と考えられる要因以外
に大きな違いはないと思えるか

ୈは十分ସく十分完全に行なわれたか

副作用の原因に関しても、副作用に関する転帰予後に関して
も両群の調査方法、評価方法に大きな差がないか

転帰は客観的でバイアスを避けたものが用いられたか（死亡
や詳細に定義された合併症）

ୈは十分ସく十分完全に行なわれたか

重要な予後決定因子に関して補正を行ない検討されているか

時間的前後関係は正しいか（結果の前に原因があったか）

結果はどのようなものか

量反応関係がなりたつか（原因が大きいほど結果も大きかっ
たか）

経過に伴う転帰はどのようなものか（予後の差を見る）
予後に関する予測はどの程度正確か（その差の信頼区間を見
る）
結果は自分のそして自分の患者の役に立つか

結果はどのようなものか
要因と結果との間に強い関連があるか（相対危ۈ度やオッズ
比の大きさを見る）
危ۈ性はどれほど正確に予測されるか（その値の信頼区間の
狭さを見る）

対象患者は自分の患者と似ているか
その結果が治療の選択に関わるか
その結果を܃ることが患者の役に立つのか

結果は自分のそして自分の患者の役に立つか

予後の論文の中での重要な指標

その結果は自分の患者にあてはまりそうか

予後の記述は、5 年生存率
％というように絶対的な値を
示す場合、危ۈ因子などの有無で比Ԕして相対的に示す場合、
実際の生存曲線を示し時間経過を通じて記述する場合がある。
実際の生存曲線を示し、時間経過に伴う転帰を示した方が情
報量は多い。

自分の患者の危ۈはどの程度のものか（患者の背景や病状、
その他の要因などから予測する）

予後を決定する因子としては、患者の身体的な問題（性別、
年齢、人種など）、病気の進行度（癌の stage 分་など）、
合併症（ڥݗ圧や糖尿病、検査の異常値など）が検討される。
予後を予測するために患者を集めた場合には、患者を 2 群に
わけて検討する。まず、derivation sample（誘導群）で危ۈ
因子などを検討し、それとは別の validation sample（確認群）
でその予測がどれほど確からしいかを検討する。
文献検索の場合の keyword
Cohort studies---Explode
Prognosis (text word)

その要因を排除しようとするべきか（代替え案があるか、排
除しても大きな問題はなさそうか）
副作用の論文の中での重要な指標
副作用を示す論文は副作用が疑われて検討される場合が多い
ために、通常 case-control study（症例対照研究）のデザイン
となる。前向きの cohort study のほうが信頼度はݗくなる。
副作用（死亡など）
あり

なし

要因あり

a

b

要因なし

c

d

RCT や prospective cohort study では相対危ۈ度（relative risk:
RR）が求められる。
RR=a/(a+b)/c/(c+d)
RR が 3.0 ということは、その要因があった場合には、要因
がない場合に比べて副作用発現の危ۈ率が 3 倍になることを
意味する。
しかし、case-control study では RR は求められずオッズ比
（Odds ratio: OR）を求める。
ポイント：case-control study では、副作用がわかってから症
例を集める。このため副作用があった群（case）とその対照
である副作用がなかった群（control）の数の関係は研究のデ
ザインによって変わる。したがって、副作用の発生率自体を
この表から a/(a+b)とか c/(c+d)といった式で求めようとする
と、1 case あたり 1 control 集めた場合と、2 control 用意した
場合とでは異なった値となる。したがって、case-control study
でこの 2 分割表を水平方向に比べるのはそのこと自体誤りで
あり、垂直方向に副作用のあった患者のどれくらい要因があ
り、要因がない場合はどれくらいかということから、副作用
との関連を検討することになる。
OR（オッズ比）=a/c/b/d=a*d/b*c
文献検索の場合の keyword
risk (text word)
Cohort studies---Explode
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経 済 的 分 析 に 関 す る 論 文 (Economic
evaluation)

体系的レビュー・メタアナリシス
結果は信頼できるか
そのレビューのӀ題の焦点は十分絞られたものか
レビューの対象とする論文の基準は適切か（バイアスの入り
にくい妥当性のݗい研究を選んだか）
重要な研究が見されていないようにされているか（複数の
データベースを検索したか、ۗ܃の制限は০けたか、検索論
文の reference も対象にしたか、専๖家や企業などにも問い
合わせたか）

結果は信頼できるか
研究で行われた経済的（金的）比Ԕは、医療行為全体を対
象としているか
コストと転帰・結果のڐ算方法・評価方法は適切か
分析の中で不明確な分に関しては、適切な幅が০定されて
いたか

対象となった論文の信頼度に関する批判的吟味が行なわれて
いるか

コストと転帰・結果は、実際にその治療の対象となる患者を
想定してڐ算されているか

それぞれの研究の評価は一定か（検討された研究で結果は一
定方向であるか）

結果はどのようなものか

それぞれの研究の結果は同等か（研究結果の信頼区間は重な
っているか）
結果はどのようなものか
レビューの全体の結果は何か（重要な臨床上の転帰を見極め
る）
その結果はどれほど正確と考えられるか（信頼区間を見る）
結果は自分のそして自分の患者の役に立つか

それぞれの対策で必要なコストと転帰・結果はどれほどであ
った。
必要なコストと転帰・結果はサブグループによって異なるか。
不明確な分による結果への影はどれほどか（感度分析な
ど）。
結果は自分のそして自分の患者の役に立つか
治療による益は害やコストに見合ったものか
自分の患者でも同等の健康上の転帰が期待できるか

その結果は自分の患者にあてはまるか

コストも同等であると思われるか

重要な転帰はすべての考慮されているか
その益は、害やコストに見合ったものか
体系的レビュー/メタアナリシスでの重要な指標

経済分析での重要な指標

レビューされた研究をまとめる前に、それぞれの研究が同ࡐ
なものであるかを検討する必要がある。それぞれの研究の結
果が偶然から予想される範囲（信頼区間）をѠえてばらつい
ていないかどうか検討する。通常は統ڐ学的な手法を用いて、
均ࡐ性（homogeneity）などを検討する。

経済分析とは単に金のみ扱うものではない。選択肢のコス
トと結果の比Ԕを行うものである。

文献検索の場合の keyword
meta-analysis (publication type)
review (publication type)

Full economic comparison とは、いくつかの医療行為・政策の
コストと結果を比Ԕしたものであり、以下の 3 種་がある。
Cost-benefit analysis とは利益とコストを金の尺度を用いて
示し比Ԕしたものである（利益もお金に換算する）。
Cost-effective analysis とはその施策のコストを臨床上の尺度
によって比Ԕしたものである（たとえば、生存期間の延ସな
ど）
Cost-utility analysis とはその施策のコストと社会的な尺度を
用いて比Ԕしたものである（たとえば、quality adjusted life
year: QALY など）

システマティックレビューを探すのなら、いっそ DARE を
使おう。

Direct Health Cost とは、その医療施策に実際に費やされる費
用・リソースから求められる
Indirect Health Cost とは、その医療施策によるその他のリソ
ースのことである（たとえば、収入の減少など）
Discounting とは、将来のコストを現在の価値として比Ԕす
るために行われる（１０年後の 10000 円と、今の 10000 円と
は同じ価値ではない）。
文献検索の場合の keyword
economic analysis (textword)
cost-benefit analysis (MeSH)
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治療ガイドライン (Practice guidelines)

決断分析（Decision Analysis）

結果は信頼できるか
重要な治療の選択肢とその結果が全ての検討されているか
根拠（evidence）を集め、選択し、まとめあげた手順は明
確で実際的なものであったか
異なる転帰の比Ԕの手順も明確で実際的であったか
最ؼの重要な知見も含まれているか
そのガイドラインはピアレビュー（同僚の評価）と評価を
受けたものか
ガイドラインの推奨はどのようなものか
実行可能で重要な指示・推奨がなされているか
その指示はどれほど強く推奨されるか
根拠や価値判断の不明確な分がガイドラインの推奨を変
える可能性があるか
ガイドラインの推奨は自分のそして自分の患者の役に立つ
か
ガイドラインの目的は自分のものと一致しているか
その推奨は自分の患者にあてはめることができるか

結果は信頼できるか

治療ガイドラインでの重要な指標
治療ガイドラインとは、医師と患者が行う、ある医療状況
下での決断が適切なものになるように補助することを目的
に、体系的にまとめられた声明であり、以下の要素を有す
る。
1）根拠の包括的なレビュー、2）価値判断（重みづけ）の
ための専๖家の意見、3）正式な承認と支持、4）実際の医
療行為に影を与えようとする意図
価値とは、異なる臨床上の転帰・結果に関する個々人の好
み・選択のことである。
患者の好み・選択とは、ある健康状態に対する患者の主観
的な満ੰや苦痛、望ましさなどのことを指す。
ガイドラインの推奨のグレード
A1: 複数の RCT、結果の不均一性はない、信頼区間は NNT
の閾値をクリアしている
A2: 複数の RCT、結果の不均一性はない、信頼区間は NNT
の閾値をまたいでいる。
B1: 複数の RCT、結果は不均一、信頼区間は NNT の閾値
をクリアしている
B2: 複数の RCT、結果は不均一、信頼区間は NNT の閾値
をまたいでいる
C1: 複数の観察研究、信頼区間は NNT の閾値をクリアし
ている
C2: 複数の観察研究、信頼区間は NNT の閾値をまたいで
いる
文献検索の場合の keyword
practice guideline (publication type)

それぞれの確率は、自分の患者の臨床像に合致するか

Guideline をさがすのなら、いっそ guideline clearinghouse を
使おう。
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重要な手段と転帰が全て考慮されたか
それぞれの転帰の確率を求めた根拠は、明確で実際的な手段
によってまとまられているか
転帰の評価（utility）は信頼できる情報から、明確で実際的
な手段によって得られたものであったか
それぞれの証拠の不確かさの影がどれほどであるかについ
て検討されているか
結果はどのようなものか
結果全体として、ある一つの手段が臨床上重要な利益を患者
に与えることが示されたか もしそうでなければ、結局運任
せということか
この分析に用いられた根拠の強さはどれほどと考えられるか
根拠の不確かさが結果を覆しうるか
結果は自分のそして自分の患者の役に立つか
転帰の評価（utility）は自分の患者の価値観が反映されてい
るか
決断分析とは、不明確な状況下での決断を分析するために行
われる、体系的で明確な量的なӕ析である。体系的な常ࡀの
結合ともۗえる。

文献チェック用ワークシート
チェックポイントとそのӕ説
a)治療の文献のチェックポイント
対象となる研究デザイン1：ランダム化比Ԕࠟ験（なければ擬似ランダム化比Ԕࠟ験や、೪ランダム化比Ԕࠟ験など）
対象患者：
検討した治療内容：
比Ԕした治療内容：
評価基準とした転帰：
文献の結果は信頼できるか
ランダム割付による比Ԕࠟ験であるか2。
（はい、いいえ、不明）
研究対象患者のすべてが評価の対象となっているか。治療中の脱落症例はないか 3 。最初の割り付けられた群のまま評価されている
か（intentiontotreatanalysis か）4。
（はい、いいえ、不明）→いいえの場合、それは結果をくつがえしうるほど重大か
効果判定にあたっては、患者の治療内容を知らされないまま治療評価をしているか5。
（はい、いいえ、不明）
ࠟ験の最初の段階では、両群の背景に差はなかったか6
（はい、いいえ、不明）→いいえの場合、それは結果をくつがえしうるほど重大か
検討対象となった治療内容以外に、両群の治療内容に差がないか7。
（はい、いいえ、不明）→いいえの場合、それは結果をくつがえしうるほど重大か
結果はどのようなものか
まず、以下の表を埋めて考えよう（転帰とは評価基準となった出来事を指す。研究で複数の転帰が検討されていれば、患者にとって重
要なものを重視するのが原則。
）
転帰発生

転帰発生せず

検討した治療
標準的治療

治療群と対照群とで転帰の差はどの程度のものであったか
（改善する、差はない、悪化する、不明）
その結果からの予測はどの程度正確と考えられるか8
（正確、まあまあ正確、あまり正確でない、不正確）
この文献の内容は、今の状況に当てはめて良いか
研究対象は、患者と同じ様な患者群か。
（研究対象患者に、自分が想定している患者は含まれるか）
（はい、いいえ、不明）
治療内容は、現状で行なえるものか。
（はい、いいえ、不明）
治療内容は、患者にとって容認できることか。リスクやコストを考慮する。
（はい、いいえ、不明）

このチェックポイントは、あくまでもランダム化比Ԕࠟ験を念頭に置いたチェックポイントである。ただ、ランダム化比Ԕࠟ験がな
い場合には、最初のࡐ問を「いいえ」として用いることになる。
2
ランダム化の手順が重要である。割付表・乱数表が現場から離されているか、事前にわからないような方法であったかなども確認す
る。
「ランダム化は現場からШされていたか」というチェックポイントを加えることがある。
3
脱落症例とは、ୈ中に経過がわからなくなった対象者を指す。予定された治療が行えなくても、その経過がୈされ予後の検討に
加えられていれば脱落症例ではない。脱落症例は少ないほど妥当性がݗい。原因のわからない脱落や、治療効果や経過に関連する脱落
は結果の妥当性を脅かす。転帰の発生率が低い場合には、わずかな脱落症例の転帰によって結果が覆ってしまうので、特に問題になる。
4
Intention to treat analysis とは、最初の割付に従ってそのまま集ڐする方法である。これによりランダム化による２群間の均一さが守ら
れる。また、現実には治療を行う予定でも副作用や諸事情で続けられないこともある。このような場合もそのまま検討することで、現
場での判断そのものをより厳しく評価したことになる。ITT 分析と略される。
5
治療効果を検討する評価者が治療内容からを知っていては効果の判定に影を与える。特に、症状や臨床所見などの評価者の主観が
入りやすいものが問題になる。死亡などでは評価者の主観は入りにくく、問題は少ない。
6
ランダム化を行っていても、対象者が少ない場合には両群の背景がそろわず予後に大きな影を与える因子に差が生じる場合がある。
このような偏りがなかったかどうか、両群の患者背景を比Ԕして検討する。
7
治療に当たっている医療チームなどが割付を知っていると、他の治療内容が大きく偏る場合がある。医療チームが盲検化され割付内
容を知らされていなければ問題は少ない。盲検化ができない場合には、治療手順を定めたプロトコールなどを作る、併用療法について
細かく記を取り後に差がなかったか検討する、などの対策が取られる。
8
ここでの評価項目は便宜的であり、通常は治療効果の指標の信頼区間を示すとよい。
1
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b)予後に関する文献のポイント
対象となる研究デザイン：コホート研究、ランダム化比Ԕࠟ験などもコホート研究の一種である。
対象患者：
予後の評価の基準とした障害・疾患・死亡など：
（研究で検討された予後に関連する危ۈ因子： ）
結果は信頼できるか
対象となった患者はその疾患の同等の病期（重症度、進行度など）から得られているか9
（はい、いいえ、不明）
ୈは十分ସく十分完全に行なわれたか10
（はい、いいえ、不明）
転帰は客観的でバイアスを避けたものが用いられたか11
（はい、いいえ、不明）
重要な予後決定因子に関して補正を行ない検討されているか12
（はい、いいえ、不明）
結果はどのようなものか
経過に伴う転帰はどのようなものか（なるべく実際の頻度・確率を見る。複数群で比べている場合には、予後の差を見る）
重要な事故(転帰)発生率は？
予後に関する予測はどの程度正確か
重要な事故(転帰)発生率の信頼区間は？
結果は自分のそして自分の患者の役に立つか
対象患者は自分の患者と似ているか
（はい、いいえ、不明）
その結果が治療の選択に関わるか
（はい、いいえ、不明）
その結果を告げることが患者の役に立つか
（はい、いいえ、不明）

たとえば肺ガンを想定した場合、そのガンの進行度（TNM 分་など）や病理診断（扁平上皮癌、腺癌、小細胞癌など）によって予
後は大きく異なる。これらを考慮せずに「肺ガン」としてまとめただけの予後の評価では、実際に具体的な患者を念頭に置いて予後を
予測する上では使いにくい情報しか得られない。
10
どれほどのୈが十分かは、疾患によって異なる。癌であれば数年にわたるୈが必要であろうし、咽頭炎であれば数週間でよいか
もしれない。また、どれだけのୈ率を十分とするかは、その疾患の経過による。ほとんど死亡などの転帰が発生しない場合には、わ
ずかな脱落症例によって大きく予測がずれてしまう危ۈ性があるので、脱落の少ないୈ結果が必要になる。
11
死亡などの客観的な転帰であれば問題はないが、重症化したかどうかという転帰であれば、広く用いられ妥当性や再現性も検討され
た指標を用いて客観性を確保しなければ、得られた定量的な結果も汎用性のݗい情報とはならない。
12
たとえば、痴呆患者の予後をアルツハイマー型痴呆と脳ڥ管性痴呆、その他の神経疾患よる二次的痴呆とで検討した場合、それぞれ
の年齢や性別によって補正を行わなければ、それぞれの疾患による予後への影がどれほどかわかりにくくなる。予後に影を与える
と思われる重要な要因に関しては、統ڐ学的な処理を行ってうち消して検討する。この方法を補正という。
9
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c)診断に関する文献のチェックポイント
対象となる研究デザイン：横断研究（確定診断までに時間がかかるような場合には、経過調査が必要）
対象患者：
検討した検査：
評価基準とした確定診断：
結果は信頼できるか
標準的な、診断を確定する検査（goldstandard）13と、独立にしかも盲目化されて比Ԕされているか14
（はい、いいえ、不明）
実際にその検査の対象となる患者群において検討されているか15
（はい、いいえ、不明）
研究の対象となった検査結果に関わらず、標準的な検査が行なわれているか16
（はい、いいえ、不明）
検査方法は実行可能なように明確に記載されているか
（はい、いいえ、不明）
結果はどのようなものか
感度、特異度、尤度比はどうか
（診断に役立つ、役立たない、不明）
以下の表を埋めて考えよう
疾患あり

疾患なし

検査ຨ性
検査Ч性
ୈ加のポイント17
その検査がຨ性の時、確定診断ができるか
（はい、いいえ、不明）
その検査がЧ性の時、除外診断ができるか
（はい、いいえ、不明）
その結果は自分の患者にあてはまるか
自分の施০、状況で行えるか
（行える、行えない、不明）
結果は自分の患者に当てはまるか
（当てはまる、当てはまらない、不明）
その検査は自分の医療行変えるか18
（変える、変えない、不明）
その検査によって患者に利益があるか19
（利益がある、利益はない、不明）

確定診断のための検査の例：狭心症は冠動脈造影。細菌性চ膜炎はচ液検査。乳ガンであれば生検や手術による病理診断となる。し
かし機能的な評価が重要である場合には疾患（痴呆症など）では、一定の診断基準を০定しそれを満たすかどうかで判断する。また、
侵࢞性などの問題から確定診断のための検査が困難である場合（ウイルス性脳炎に対する脳生検、急性肺ڥ栓塞栓症での肺動脈造影）
もある。可能な限り、確定診断結果と検討対象の検査結果を比Ԕする必要がある。
14
診断の研究でも目Шしは重要である。確定診断結果と、検査結果とはお互いの結果を知らずに独立して判定されなければならない。
たとえば、胸レントゲン上肺炎が疑われることをした上で肺の聴診をすれば、より異常音に気づきやすくなるし、逆に臨床所見を知
ってレントゲン写真を読影すると曖昧な肺Ч影を肺炎としたりしなかったりするかもしれない。
15
急性心筋梗塞の検査を検討した研究で、検討対象が救急外来で心筋梗塞と確定診断された患者と、成人ボランティアとの比Ԕでは、
あまり現場での意味はない。このような比Ԕのために検査を行うことは考えにくい。同じ研究でも、救急外来を受診した胸症状を訴
えて患者群で検討していれば、実際に検査の対象となる患者群で検討されたと判定される。
16
ある基準を満たした患者全員について、検査結果と確定診断結果の両方を知る必要がある。検査がЧ性であればすべて確定診断もЧ
性とすると、検査がЧ性なのに実は疾患があるという見落とした症例がないことになる。このような見落としがないように工夫してい
なければ、偽Ч性をすべて見落として検討することになる。
17
これは、現場での利用価値を考えるための付け加えたポイントである。もし、その検査が確定診断や除外診断に役立つのなら、利用
価値はݗい。
18
その検査結果を知ったところで、医療側に何ができるかを確認しておく。
19
診断をしても、特に患者の経過に大きな影はなく、患者にとっては心配と疑念しか与えない、ということであれば、患者にとって
意味は小さい。また、その検査によってより侵࢞性のݗい治療や検査を患者に行うことになり、かえって患者の予後に悪影を与える
危ۈ性はないだろうか。検査の有効性の判定には十分注意が必要である。
13
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d)病因・副作用に関する文献
対象となる研究デザイン：症例対照研究、コホート研究、ランダム化比Ԕࠟ験
対象患者：
検討した危ۈ因子：
危ۈの評価の基準とした障害・疾患：
結果は信頼できるか
比べている患者群は、その副作用の原因と考えられる要因以外は同様であったか20
（はい、いいえ、不明）
その要因に関しても、転帰予後に関しても両群で同じように評価されているか21
（はい、いいえ、不明）
ୈは十分ସく十分完全に行なわれたか22
（はい、いいえ、不明）
時間的前後関係は正しいか23
（はい、いいえ、不明）
量反応関係がなりたつか24
（はい、いいえ、不明）
結果はどのようなものか
要因と結果との間に強い関連があるか
（強い、弱い、明らかでない、不明）
危ۈ性はどれほど正確に予測されるか
（かなり正確、あまり正確でない、不確か、不明）
結果は自分のそして自分の患者の役に立つか
その結果は自分の患者にあてはまるか
（当てはまる、当てはまらない、不明）
危ۈはどの程度のものか25
（重大、あまり重大でない、軽微、不明）
その要因を排除しようとするべきか26
（するべき、した方がよい、しなくてもよい、しない、不明）

症例対照研究の場合、結果と思われる疾患・病態・副作用のあるなしで対象者を選び、要因を比Ԕする。このときに、検討しようと
思う要因以外は似た対照者を選ぶ手順を行う。これをマッチングという。要因の違いの影を検討しやすくする。検討する研究が、コ
ホート研究であれば要因の違いを補正する手順を取ったかどうか、ランダム化比Ԕࠟ験であれば両群が似ていたかどうかを検討する。
21
症例対照研究の場合には、その要因の調査にあたって両群とも同じような手順を踏む必要がある。ふつう、合併症と思われる疾患に
罹患した方が、疑わしい要因を思い出しやすい（思い出しバイアス）
。客観的な指標を用いたり、詳細な裏付け調査を行うなどの工夫
をする必要がある。
22
ここでも、検討対象となっている要因や副作用、その頻度などを考慮して判断する。
23
時間的前後関係とは、その結果と思われる転帰の前に原因と思われる要因が関与したという関係である。慢性的な疾患・副作用を検
討している場合、いつ発症したかがわかりにくいことがある。このような場合には要因に曝༳されてからどれくらいかかって疾患が成
立するかの判定が難しい場合もあるので注意が必要である。
24
量反応関係とは、危ۈ因子が大きいほど結果も大きいという関係である。これが見られると、因果関係をより強く示唆する結果であ
ると判断される。ただ、アレルギー反応などでは量の多い少ないよりも、曝༳されたかどうかが重要な意味を持つので量反応関係は見
られない。これが見られないからといって因果関係が否定されるわけではない。
25
ここでの危ۈとはただ単に患者の視点からだけではなく、患者家族や社会、医療従事者側など、いろいろな立場から検討する。
26
具体的な排除方法を考慮して判断する必要がある。その要因が簡単に取り除けたり、他に代替手段があれば排除は容易になる。疑わ
れる要因が薬剤であった場合、その薬剤の有効性・重要性とその副作用のリスクを比Ԕする必要がある。
20

23

e)系統的総説・メタアナリシス
検討の対象となる研究デザイン：治療に関する系統的総説
対象患者：
検討した治療内容：
比Ԕした治療内容：
評価基準とした転帰：
結果は信頼できるか
そのレビューは焦点を絞った臨床からのӀ題をもとにしているか27
（はい、いいえ、不明）
レビューの対象とする論文の基準は適切か28
（はい、いいえ、不明）
重要な研究が見されていないようにされているか29
（はい、いいえ、不明）
対象となった論文の信頼度に関する批判的吟味が行なわれているか
（はい、いいえ、不明）
それぞれの研究の結果は均一か30
（はい、いいえ、不明）
結果はどのようなものか
レビューの全体の結果は何か31
その結果はどれほど正確と考えられるか
結果は自分のそして自分の患者の役に立つか
その結果は自分の患者にあてはまるか
（当てはまる、当てはまらない、不明）
すべての重要な転帰が考慮されているか
（はい、いいえ、不明）
その益は、害やコストに見合ったものか
（はい、いいえ、不明）

過去の研究をまとめるときに、ある程度焦点を絞って作業をはじめなければならない。そのためには、対象患者、検討した治療、比
Ԕした治療、評価基準が明確に定義されている必要がある。最初の曖昧さが大きければ、後でੰし合わせることができないような研究
が集まることになる。
28
ある程度のࡐの基準を満たしていなければ、ੰし合わせる価値はない。治療に関する系統的総説では、通常ランダム化比Ԕࠟ験が選
ばれる。時には擬似ランダム化比Ԕࠟ験まで対象とすることがある。
29
文献検索としては複数の子データベースを探し、専๖家にも問い合わせ、対象となった論文の参考文献まで検討対象にしたかどう
かを確認する。検討した文献を英܃に限った場合には、結果の偏りが生じる危ۈ性が増す。できるだけあらゆるۗ܃を対象にしている
方がよい。
30
メタアナリシスを行うためにそれぞれの研究に不均一性（heterogeneity）の有無の検討が行われる。この検討によって、複数の研究
結果の均一性（homogeneity）が認められるということが確認されれば、研究結果の集ڐ結果は受け入れやすい。もし、不均一性がある
とされた場合には、この原因を検討した上で、その影を少なくするようなӕ析方法をとることが多い。
31
メタアナリシスを行った場合には、オッズ比やリスク比といった指標で結果が示される。場合によっては、３つ以上の治療法を検討
し、複数の評価基準での結果をまとめ、いくつもの指標が示される場合がある。それぞれの指標が何と何をどのような基準で比Ԕして
いるのかに注意して検討する必要がある。
27

24

