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1．研究目的および今年度の研究計画 
( 研究目的 ) 

乳がんは罹患率も高いが予後も比較的よいため、今後ますますがん生存者が増えていくことが予

想される。有効な治療が多く存在するものの、患者の立場からは日常的な生活の中においても再発

を防ぎ QOL を高めるために努力をしたいという思いが強い。しかしながら、乳がんを治すための

治療以外の要因とその後の QOL や予後との関連を調べたエビデンスレベルの高い研究は国内外と

もにほとんど存在しない。そこで本研究では、10,000 人規模の乳がん患者からなる前向き大規模集

団（コホート）を立ち上げ、それらを追跡することによって様々な要因（生活習慣、支持療法、代

替療法、心理社会的要因など）がその後の QOL や予後（再発、死亡、身体的 QOL、健康関連 QOL
など）に与える影響を調べることを目的とする。 
( 今年度の研究計画 ) 
乳がん患者に対する治療法の評価を行う複数の大規模臨床試験の附随研究として乳がん患者の

コホート研究を立ち上げる。附随研究の本体研究となる臨床試験として、財団法人パブリックヘル

スリサーチセンターがん臨床研究支援事業（以下 CSPOR）が実施するものなど、複数の臨床試験

との共同研究を計画する。本研究は、それらの臨床試験に登録される乳がん患者を研究対象者とし、

研究対象者に本研究の質問票(生活習慣や代替療法・支持療法利用など)に回答してもらい、臨床試

験から得られる追跡情報との関連を調べることによって、それらの要因がその後の QOL や予後に

与える影響を調べることを全体計画とする。 
今年度は、2007 年登録開始予定の臨床試験「閉経後乳がんの術後内分泌療法 5 年終了患者に対

する治療終了とアナストロゾール 5 年延長のランダム化比較試験（以下 N-SAS BC05）」に登録さ

れる乳がん患者 2500 人を対象とし、臨床試験登録時にデータ収集を行う。 
 
2．今年度の研究成果 
今年度は、臨床試験 N-SAS BC05 に登録される乳がん患者を対象とする附随研究の研究計画書

及び質問票を作成した(研究名称：コホート研究 05)。コホート研究 05 では、術後 5 年経過時点で、

生活習慣や代替療法・支持療法利用などに関する調査を 1 回行い、その後の QOL や予後との関連

を調べるベースラインデータとする。質問票は先行研究および本研究のパイロット研究によって妥

当性が検討された質問項目（食生活、身体活動、代替療法、うつ、psychological well-being、コー

ピング）と今回新たに作成した乳がんに特有の項目（ストレス、痛み、支持療法や緩和ケア、情報

ニーズ、支援ニーズ）などから成る。コホート研究 05 は CSPOR の疫学小委員会と独立モニタリ

ング委員会、および研究代表者が所属する国立がんセンターの倫理審査委員会で研究実施の承認を

得た。その後 N-SAS BC05 参加医療機関の倫理審査委員会において順次審査中であり、2007 年 11
月末現在、13 施設で承認が得られている。倫理審査で承認が得られた施設では N-SAS BC05 およ

び本研究の対象者の登録が開始され、11 月末現在 2 例の対象者が登録された。 
今年度は、2008 年登録開始予定の臨床試験「レトロゾールによる術前内分泌療法が奏効した閉



経後乳がん患者に対する術後化学内分泌療法と内分泌単独療法のランダム化比較試験（以下 N-SAS 
BC06）」に登録される乳がん患者 1700 人を対象とする附随研究の研究計画書及び質問票も作成し

た(研究名称：コホート研究 06)。コホート研究 06 では、術前、術後 8 週以内（術後プロトコール

治療開始前）、術後プロトコール治療開始 1 年後の 3 時点で質問票調査を行う。生活習慣について

は、1 時点目の調査では乳がん発症前、3 時点目の調査では術後 1 年間について尋ね、その後の QOL
や予後との関連を調べる。また、2 時点目および 3 時点目の調査では乳房切除後疼痛症候群やリン

パ浮腫などの痛みとケアについて尋ね、それらの分布や手術方法などの要因との関連を調べる。さ

らに、うつ、psychological well-being、コーピング、ストレス、代替療法、痛み、緩和ケア、情報

ニーズ、支援ニーズなどについては 1 から 3 回目の各時点で把握し、予後との関連だけでなく、3
時点での変化についても検討する。コホート研究 06 については、2007 年 11 月末現在 CSPOR 疫

学小委員会での研究承認を得ており、今後、CSPOR 独立モニタリング委員会や国立がんセンター、

N-SAS BC06 参加医療機関の倫理審査委員会の審査を受ける予定である。 
 
3．研究成果の意義および今後の発展性 
今年度は、N-SAS BC05 臨床試験との共同研究を開始し、N-SAS BC06 との共同研究もまもなく

開始の予定である。研究初年度に研究計画書及び質問票を確定し、数千例規模の 2 つの臨床試験と

共同研究を開始できることは順調な滑り出しと言える。今後の発展性に関して、今年度および来年

度に収集されるベースラインデータをもとに、乳がん患者の生活習慣や代替療法・支持療法利用の

実態などを明らかにするとともに、2008～9 年度には対象者の追跡調査を行い、ベースラインで収

集した要因がその後の短期的 QOL に与える影響を検討する。これにより、乳がん患者の生活習慣

や代替療法・支持療法利用などの短期的 QOL への影響に関して、臨床試験に次ぐ質の高いエビデ

ンスを創出することができる。 
さらに、本研究は 3 年以降も追跡を予定している。長期に追跡していくことより、生活習慣や代

替療法・支持療法などが再発・死亡といった予後に与える影響に関し、質の高いエビデンスを創出

していくことが可能である。 
本研究で創出されるエビデンスは、その質を評価した後、研究代表者が所属する国立がんセンタ

ーがん対策情報センターなどから患者および家族、医療関係者、拠点病院に対する情報として発信

され、がん患者に対する政策決定の基礎資料となる。 
 
4．倫理面への配慮 
本研究に関係する全ての研究者はヘルシンキ宣言および「疫学研究に関する倫理指針」に従って

本研究を実施する。また本研究は臨床試験の実施主体である CSPOR および国立がんセンター、臨

床試験参加施設の倫理委員会の承認が得られた場合のみ対象者の登録が可能となる。研究計画書に

は対象者の安全やプライバシーの保護、十分な同意説明文書を用いた自由意志による同意の取得を

必須と定めている。また、CSPOR には独立モニタリング委員会があり、委員会のモニタリングの

下、研究が遂行される。 
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