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１．本年度の研究成果 
 本研究班では、（１）小児がん登録体制の確立、（２）小児がん治療患者の長期フォロー

アップ（FU）体制の確立、を目指している。以下に本年度の成果を記載する。 
（１）小児がん登録体制の確立 
 わが国の小児がん年間罹患数は 2,000～3,000 と推計されているが正確な数値は不明で

ある。本研究では、可能な限り正確な罹患数を把握する体制整備を目標とする。引き続き

日本小児がん学会と連携し「小児がん全数把握登録」の登録項目の改訂を実施した。国立

成育医療センター研究所内に登録所を設置し今年度中の開始を目指す。 
 一方、地域がん登録の中での小児がん登録の推進について計画し、実施に向けた体制作

りに入った。地域がん登録を実施中の自治体の協力を得て、自治体内の小児専門病院等で

の院内がん登録を充実させつつ地域がん登録への登録率を高めることを目標とする。 
 院内小児がん登録の充実を目指すモデルケースとして国立成育医療センターにおける院

内がん登録推進を計画した。腫瘍カンファレンス等で使用中の患者リストを基礎に、院内

がん登録から学会等登録、長期 FU へ応用できる院内共用データベース作成を目指す。 
（２）小児がん治療患者の長期 FU 体制の確立 
 小児がんの 70～80％が治癒するため、小児がん経験者数も急速に増加しつつあり、晩期

合併症が問題になりつつある。しかし、わが国では医療関係者と患者・家族双方で晩期合

併症に対する意識は未だ十分ではない。そこで、研究班では、１）医療関係者や患者支援

者の間での合意形成、２）長期 FU 外来体制整備、３）長期 FU 中央拠点整備、を目指す。 
１）合意形成を目指した医療関係者や患者支援者の間での意識調査 
 小児がん診療に関わる医師 32 名、小児がん患者・経験者の支援等を行なっている団体の

代表者 28 名を対象に、コンセンサス・メソッドのひとつであるデルファイ法を用いて、経

験者が未成年者の場合と成人の場合に分けて、①小児がん経験者が適切なヘルスケアを継

続して受けて行く上での障害、②小児がん経験者が受けるべき長期的なヘルスケアについ

てのアイデアやビジョン、③小児がん経験者のヘルスケアを強化していく具体的な方法、

の３項目の質問に対して自由記載を促し、その集計、再質問票の作成等の作業を通じ合意

の程度を測定した。結果を要約すると、医師らは患者や家族の認識を高める必要があると

いったソフト面での問題を重視する傾向がある一方、患者支援者らは施設の充実や FU プ

ログラムの実施等ハード面での問題を重視する傾向が強いことが判明した。 
２）長期 FU 診療体制整備（小児がん長期 FU 拠点モデル病院） 
 小児がん経験者を長期的にフォローするために望ましい診療体制のあり方を追求するこ

とを目標としている。昨年度 14 施設を選び、体制整備支援者を派遣し作業を開始した。①

共通フォーマットによる小児がん経験者リスト作成は順調に進んでおり、平成 20 年 10 月

末で患者数 4300 名程度（施設あたり 50～734 名、平均 307 名）のリストとなっており現

在も更新中である。②治療サマリーの作成と配布についてはすでに治療が終了した患者へ

の対応が全体的に遅れている。③複数診療科から構成される長期 FU 外来の開設状況では、

14 施設中 12 施設が開設済みであり、残り 2 施設についても今年度中の開設のめどが立っ

た。④他施設からの患者受け入れは 12 施設で可能としており、うち 4 施設で合計 60 名ほ

どの受け入れ実績があった。⑤院内がん登録の状況について調査した結果、14 施設中 12
施設で成人・小児とも実施、成人のみ実施 1 施設、未実施 1 施設、という状況であった。

なお、地域がん診療拠点病院は 9 施設、都道府県がん診療拠点連携病院 3 施設、どちらで

もない 1 施設、であった。小児がん長期 FU 拠点モデル病院の活動が、国立がんセンター

がん対策情報センター主催の市民講演会での発表、マスコミや患者支援団体等を通じての



広報の結果、例えば北海道などの未設置地域での早期設置を望む声が寄せられている。14
施設での支援者の職種は、事務員、臨床心理士、看護師、診療情報管理師、社会福祉相談

員、CRC 経験薬剤師等であった。なお、共通 FU プログラムは他の研究班との連携で現在

作成中の段階である。また、長期 FU 手帳についても他の研究班との連携で作成中であり

今年度中の完成を目指す。 
３）長期 FU 中央センター整備 
 上述のモデル病院間の連携を図り、かつ必要な情報を収集し発信する拠点を設置する構

想を実現することを目標としている。また、小児がん経験者や家族あるいは医療機関の利

便性を考慮し、治療歴等に WEB 上でアクセスできるシステム構築を目指して検討を重ね

てきたが、2-3 施設での試験的運用ののちより大規模なシステムへの移行を考慮すべきと

の考えに至っている。 
 
２．前年までの研究成果 
 本研究は平成 19 年 4 月から開始した。前年度には、①小児がん登録のための登録シス

テムの開発、②長期 FU 拠点モデル病院 14 施設の設置と支援員派遣、③同モデル病院にお

ける小児がん経験者リスト作成、複数診療科連携による長期 FU 外来開設、等の開始、④

長期 FU 体制整備における課題調査のためのデルファイ法計画完成と倫理審査終了、⑤

WEB コンサルテーションシステム開発等を行った。 
 
３．研究成果の意義及び今後の発展性 
小児がん登録および長期 FU 体制整備は小児がんを克服する上で重要な柱である。本年

度、小児がん患者の長期 FU を行う上での問題点について、医師側、患者支援者側それぞ

れの視点で重要と考えるものについて調査した結果、重要課題の多くは本研究班の課題で

あることが判明し、研究の方向性が正しいことが確認できた。 
 長期 FU モデル病院構想は順調に動き出した。特に前年度と比較すると、①患者リスト

の充実、②外来開設施設の増加、③他施設からの受け入れの促進、といった効果が表れた。

一方、長期 FU に必須の FU プログラムの実施は来年度の課題として残った。治療サマリ

ーは新規患者への配布は現実的だが、治療終了後の患者への配布は薬用量の確認等が困難

を極める作業であるため難航している実態が明らかになった。今後は代表的な治療プロト

コールごとの標準的（あるいは最大）薬用量の一覧表の作成も必要である。 
 長期 FU 中央センター構想は、引き続き検討を要する課題である。少数施設による試験

的運用が現実的と考え、来年度にむけて体制整備を図る。 
 
３．倫理面への配慮 
 本研究班は小児がん登録の推進に関する研究を行う、小児がん登録そのものは罹患数等

の把握を目的としており保健事業に相当する。しかしながら、指針の考え方ならびに個人

情報保護法を遵守する立場から、学会と連携しながら行う小児がん全数把握登録について

は、学会内の研究倫理審査委員会、国立成育医療センター倫理委員会の承認を得たうえで、

登録する施設の長の了解の下に実施する方針である。 
 「デルファイ法を用いた小児がん経験者の長期フォローアップに関する意識調査」（研究

代表者：藤本純一郎）は国立成育医療センター倫理委員会の承認を得て行った（承認日：

平成 19 年 11 月 22 日）。 
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