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桃井 保子（特定非営利活動法人日本歯科保存学会 医療合理化委員会内設置 

      う蝕治療ガイドライン作成小委員会委員長， 
      鶴見大学歯学部 保存修復学講座教授） 

 
 

【抄 録】 

 日本歯科保存学会は、2009年に公開した「う蝕治療ガイドライン」を更新し2015年に第

2版を公開した。この更新においては、エナメル質初期う蝕への対応に関して新たなCQ を
追加し、ここでの作成ツールをGRADEとした。一方、象牙質・根面う蝕への対応に関する

従来のCQについては、当初用いたMinds (Minds診療ガイドライン作成の手引き2007) の
ままとした。この結果、第2版にはGRADEとMinds（2007）の２つの作成ツールが、あ

たかも二重基準のように存在する。GRADEは、個別研究を評価するのでなく、重大なアウ

トカムについて研究横断的な系統レビューを実施し、エビデンスの質を総体的に評価する。

大きな特徴は、「エビデンスの質評価」と「推奨の強さ作成」の場が切り離され、推奨の強さ

決定に利害関係者の価値観や好みが直接反映されることである。一方、 Minds (2007) では、

個別研究を研究デザインによってレベル付けするので、研究デザインに依存したエビデンス

の質評価や推奨の強さ決定となる。今回、診療ガイドライン作成において図らずもMinds 
(2007) とGRADEを同時に経験した。ここから浮き彫りになった具体的な課題をみなさん

と共有したいと考えている。 
 

 
【略 歴】 

1976年 鶴見大学歯学部卒業 
1976年 同歯学部第一歯科保存学教室助手    
1983年 同歯学部第一歯科保存学教室講師 
1991年 英国ニューキャッスル大学歯科材料部門研究員 
2003年 鶴見大学歯学部第一歯科保存学教室（現：保存修復学講座）教授 

現在に至る 

 
 

【学会活動】 

日本歯科保存学会常任理事（専門医、指導医） 
日本接着歯学会監事（接着歯科治療認定医） 
日本歯科医師会器材薬剤室器材部会・材料規格委員会副議長 
厚労省医療機器体外診断薬部会委員
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⽇本⻭科医学会
診療ガイドライン作成者意⾒交換会

Minds 2007 と GRADE に依ったCPG作成の課題
- う蝕治療ガイドライン第2版の公開を終えて -

⽇本⻭科保存学会医療合理化委員会内設置
う蝕治療ガイドライン作成⼩委員会

桃井保⼦
鶴⾒⼤学⻭学部保存修復学講座

平成28年7⽉13⽇(⽔) 15:20-15:45

2009 ‐ 2015 ‐ 2020 年
う蝕治療ガイドライン作成⼩委員会

桃井 保⼦ 鶴⾒⼤
清⽔ 明彦 兵庫医科⼤（⾮常勤）
林 美加⼦ 阪⼤
今⾥ 聡 阪⼤
畦森 雅⼦ 九⼤ (⾮常勤)
北迫 勇⼀ 東医⻭⼤
久保 ⾄誠 ⻑崎⼤
⾼橋 礼奈 東医⻭⼤
中嶋 省志 東医⻭⼤ (⾮常勤)
⼆階堂 徹 東医⻭⼤
福島 正義 新潟⼤
冨⼠⾕ 盛興 愛知学院⼤
⼋巻 千波 鶴⾒⼤図書館
菅井 健⼀ ⽇本⻭科⼤図書館

松﨑 英津⼦ 福岡⻭科⼤
武藤 徳⼦ 神奈川⻭科⼤
掘江 卓 愛知学院⼤
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2009年
初版

2015年
第２版

2007年
第1版

2014年
第1版

2015年
第2版

2010年
第1版

う蝕治療
ガイドライン

CQ 16
CQ 3

CQ 16 + 2

2020 年
第3版

CQ ??

診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
ツ
ー
ル

１．エナメル質の初期う蝕への非切削での対応
CQ １：永久歯エナメル質の初期う蝕に、フッ化物の塗布は有効か。
CQ ２：永久歯エナメル質の初期う蝕に、高フッ化物徐放性グラスアイオノマーセメントの塗布は有効か。
CQ ３：永久歯エナメル質の初期う蝕に、レジン系材料による封鎖は有効か。

２．初発う蝕に対する検査・診断と切削介入の決定
CQ ４：咬合面う蝕の診断にはどの検査法が有効か。
CQ ５：隣接面う蝕の診断にはどの検査法が有効か。
CQ ６：切削の対象となるのはどの程度に進行したう蝕か。

３．中等度の深さの象牙質う蝕におけるう蝕の除去範囲
CQ ７：歯質の硬さや色は、除去すべきう蝕象牙質の診断基準となるか。
CQ ８：う蝕象牙質の除去にう蝕検知液を使用すべきか。

４．深在性う蝕における歯髄保護
CQ ９：コンポジットレジン修復に裏層は必要か。

５．露髄の可能性の高い深在性う蝕への対応（歯髄が臨床的に健康または可逆性の歯髄炎の症状を呈するう蝕）
CQ 10：歯髄温存療法により、期間をあけて段階的にう蝕を除去することで、露髄を回避できるか。
CQ 11：歯髄温存療法を行った場合、歯髄症状の発現はう蝕完全除去の場合と同じか。
CQ 12：歯髄温存療法にはどの覆髄剤が適当か。
CQ 13：歯髄温存療法の後、リエントリーまでどれくらい期間をあけるべきか。

６．臼歯部におけるコンポジットレジン修復の有用性
CQ 14：臼歯咬合面（１級窩洞）の修復法として、直接コンポジットレジン修復とメタルインレー修復の臨床成績に違いはあるか。
CQ 15：臼歯隣接面（２級窩洞）の修復法として、直接コンポジットレジン修復とメタルインレー修復の臨床成績に違いはあるか。
CQ 16：臼歯コンポジットレジン修復窩洞の咬合面にべベルは必要か。
CQ 17：根管治療後の臼歯の修復にコンポジットレジンは有効か。

７．補修（再研磨、シーラント、補修修復）の有用性
CQ 18：辺縁着色または辺縁不適合が認められるコンポジットレジン修復物に対して、補修（辺縁の封鎖、形態修正・再研磨および補

修修復）は再修復と同等の効果を発揮するか。
CQ 19：二次う蝕が認められるコンポジットレジン修復物に対して、補修修復は再修復と同等の効果を発揮するか。

８．根面う蝕への対応
CQ 20：初期根面う蝕に対してフッ化物を用いた非侵襲的治療は有効か。
CQ 21：根面う蝕の修復処置

GRADE

Minds (2007)

Clinical Questions (臨床現場で直面する疑問)
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CQ14
⾅⻭咬合⾯ (1級窩洞) の修復法として、直接コンポジットレジン修
復とメタルインレー修復の臨床成績に違いはあるか。
推奨
⾅⻭咬合⾯（１級窩洞）に対するコンポジットレジン修復とメタルイ
ンレー修復の臨床成績に有意な差はない（エビデンスレベル「Ⅴ」）。
しかし、コンポジットレジン修復は、MI の理念に基づいてう蝕除去
を⾏い、確実な接着操作を⾏うことによって、健全⻭質を可及的に保
存し、審美的な修復が可能である。よって、⾅⻭咬合⾯（１級窩洞）
に対して直接コンポジットレジン修復を⾏うことが推奨される（推奨
の強さ「B」）。

エビデンスレベル 「Ｖ」
記述研究 (症例報告やケースシリーズ)

グレード B 
科学的根拠があり、
⾏うよう勧められる。

エビデンス・ベース？ コンセンサス・ベース？

ひとつひとつの⽂献を研究デ
ザインの種類によってレベル
付けする。複数の⽂献（エビ
デンス）がある場合には、原
則的には、最もレベルの⾼い
エビデンスを採⽤する

各アウトカムについて研究横断的な
システマティック・レビュー(SR)を
実施してエビデンスの質を評価する。

GRADE: 研究デザイン中⼼の評価から、患者にとって重要な意味のある
アウトカムを重視した評価へ
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診療ガイドラインパネル会議診療ガイドラインパネル会議

推奨は、強いですか、弱いですか？
４つのどれかを議論で決めていく。

推奨
強い

「確実にするべ
きである」

弱い
「おそらくするべ

きである」

弱い
「おそらくするべ

きでない」

強い
「確実にするべ

きでない」

エビデンスの質＝中
利益と害の差はどうか？ 価値観と好み？ コストは？

CQ 1 
永久⻭エナメル質の初期う蝕に、フッ化物
の塗布は有効か。

推奨
永久⻭エナメル質の初期う蝕へのフッ化物
の塗布は、う窩形成の抑制、⽩斑の縮⼩、
⽩斑の滑沢化にとって有効である。永久⻭
エナメル質の初期う蝕に、フッ化物を塗布
することを推奨する (推奨の強さ「強い推
奨」)。

CQ 20
初期根⾯う蝕に対してフッ化物を⽤いた⾮侵襲的治療
は有効か。

推奨
フッ化物配合⻭磨剤と 0.05 % NaF (約 230ppm F) 
配合洗⼝剤を⽇常的に併⽤することにより、初期活動
性根⾯う蝕を再⽯灰化させ、⾮活動性にすることが可
能である（エビデンスレベル 「II」）。 また、
1,100ppm F 以上のフッ化物配合⻭磨剤の使⽤だけ
でも、表⾯の⽋損の深さが0.5 mm 未満のう蝕であ
れば、再⽯灰化できる可能性がある（エビデンスレベ
ル「III」）。よって、⽋損の浅い初期活動性根⾯う
蝕の場合は、まずフッ化物を⽤いた⾮侵襲的治療を
⾏って再⽯灰化を試み、う蝕を管理するよう推奨され
る（推奨の強さ 「B」 ）。

GRADE 2015 Minds 2007

〇 研究デザイン重視
〇 エビデンスが乏しい場合の推奨決定は、委員
会のコンセンサス形成

〇 患者にとって重⼤なアウトカム重視
〇 SR
〇 パネル会議
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フォレストプロット

統合された結果

個々の研究の結果

根⾯う蝕に、NaF
(フッ化ナトリウム塗布)は
明らかに有効

重⼤なアウトカムのみ？
診断・検査でのアウトカムは？
RCT：⾼、観察研究：低、その他：⾮常に低？
記述研究（症例報告やケースシリーズ）、専⾨家の意⾒反映のチャンスなし？
医療ニーズ⾼い重要 CQ ：Minds 2007 なら作成可能、GRADE では？
新たなエビデンス出現により、既存の推奨が変わる？
時間をかけていると、新たなエビデンスが？

〇 アウトカム主体のSR、すでにあるSR利⽤
〇 エビデンステーブル作成、エビデンスの質をひと
つ決定。レベルは４段階 （⾼、中、低、⾮常に低）
〇 推奨するしないの判定を、パネル会議で決定する。
推奨の強さは2種類（強い、弱い）
〇 エビデンスの質や推奨の強さの決定のプロセスを
透明化する (EP、FP)。

研究デザイン中⼼の評価から、患者にとって重要な
意味のあるアウトカムを重視した作成法に移⾏すべ
き ☜ GRADE

Minds 2007 から GRADEへ
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