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１． 本年度の研究成果 
本研究は，多様な医療介入が提供されるがん医療の質を評価し，改善に繋げる指標を

導出するための方法論の確立を目的としている．このためには，質評価の対象を網羅的

に把握できるような医療介入の構造的な整理と，適切な質評価の観点の設定が必要であ

る． 
（１） がん診療構造図 
がん医療で提供される介入を構造的に整理するために「がん診療構造図」という枠組

みを昨年から検討していたが，今年度はその構造が確定した（図１）．診療構造図は，

患者状態が推移する中で，出現するタイミングが予め想定できる“病態管理”と，イベ

ントドリブンでの対応が必要となる“合併症・課題管理”“症状管理”“終末期管理”の

4 つの管理の枠組みから成る．さらに“病態管理”は介入の目的と必要な専門性に基づ

いて 6 つの診療フェーズ，「がん診断」「治療前診断」「治療計画立案」「治療介入」「腫

瘍評価」「経過観察」に分類された． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               図 1 がん診療構造図 
（２）質評価の観点と質評価モデルの構築 
質評価は，状態認識と介入を繰り返すという医療の特徴に対応して「状態認識」，「計

画」，「実施」，「アウトカム」の 4 つの観点から行う必要があるととらえた．現状の医療

技術で把握可能な状態認識と，実際の状態認識の差分が「状態認識の質」として特定さ

れる．次にその状態認識に対して設定される状態改善目標に対して計画が立案される．

状態認識に対応した適切な目標と介入計画が設定されるはずである．これらと，実際の

目標と計画との差分が「計画の質」となる．臨床における次の段階は，その計画に対応



した適切な実施である．この計画に基づいた適切な実施内容（実施計画）と実際の実施

内容との差分が実施の質となる．これら状態認識の質・計画の質・実施の質は，前プロ

セスの影響を受けるため，前プロセスで差分が発生した場合，質低下はより大きくなる

といえる．アウトカムの質はこれらの総合評価となる．これを構造モデル化したものが，

本研究が提案する質評価モデルである（図２）． 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 質評価モデル 
（３）質評価指標設定モデルの構築 
 質評価指標導出モデルを構築した（図３）。本モデルでは，まず医療介入を「がん診

療構造図」という枠組みに整理して評価の対象を明示する。続いて質評価の観点を適用

して質評価指標を導出する。最後に、導出された指標の中でも特に質に大きな影響を与

えるもの特定して絞り込み、指標を設定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              図３ 質評価指標設定モデル 
（４）質評価指標導出表とがん腫毎の質評価指標の導出作業 

行項目に４つの質評価の観点，列項目にがん診療構造図の６つの病態管理フェーズを

設定した質評価指標導出表（がん一般モデル）を設定した．これに基づき，がん種別に

評価指標を表中の各枠内に導出していくことになる． 
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          表１ 質評価指標導出表（がん一般モデル） 
診療フェーズ がん診断 治療前診断 治療計画立案 治療介入 腫瘍評価 経過観察

状態認識の質
患者が「がん確定診断」を
希望しているか

検査を実施するために必要
な状態を認識しているか

（診断的）治療計画を立案するため
に必要な状態を認識しているか

治療を実施するために必要な
状態を認識しているか

a. 検査を実施するために必要な状
態を認識しているか
b. 腫瘍評価の目的を認識している

経過観察の対象となっている
ことを認識しているか

計画の質

a. 標準的な検査計画が立
案されたか
b. 患者の状態を考慮した
検査適用判断となっている
か
c. 患者の希望を考慮した

a. 検査方法が標準的か
b. 患者の希望を考慮した検
査方法か

治療計画立案時に
a. 標準的治療を考慮しているか
b. 患者の病態・がんの病期を根拠
としているか
c. 患者の全身状態を考慮している
か

a. 適切な実施計画ができてい
るか（パスに近い。”適切”の整
理が必要）
b. 各医療介入後の目標状態
が標準的か

a. 検査方法が標準的か
b. 患者の希望を考慮した検査方法
か

観察計画の根拠が標準的か

実施の質

a. 検査を計画通りに実施し
たか
b. 想定外の状態や診断結
果が出たとき適切な検査に
中止・追加したか
c. 計画通りにがんを確定で
きたか

a. 検査を計画通りに実施し
たか
b. 想定外の状態や診断結
果が出たとき適切な検査に
中止・追加したか

治療計画に
a. 標準的治療を考慮したか
b. 患者の病態・がんの病期を実際
に組み入れたか
c. 患者の全身状態を実際に組み入
れたか
d. 患者の希望を実際に組み入れた
か

a. 治療を治療計画通りに実施
したか（＝実施計画に従った実
施＋多少の外乱への対応）
b. 想定外の状態となったとき，
適切な治療計画に中止・追加
したか
c. 治療後の状態は計画通りか

a. 検査を計画通りに実施したか
b. 想定外の状態や診断結果が出
たとき適切な検査に中止・追加した
か

a. 計画通りに実施したか
b. 想定外の状態となったとき
観察を適切に中止・追加した
か

アウトカムの質

a. がんを確定したか
b. 検査によって生じた障害
の大きさ（マイナスの効果）

a. がん腫瘍の情報を明らか
にしたか
b. 検査によって生じた障害
の大きさ（マイナスの効果）

治療計画に患者が同意しているか a.がん腫瘍を切除/縮小したか
b. 治療によって生じた障害の
大きさ（マイナスの効果）

a. 再発・転移の有無と、再発・転移
がある場合は程度・状態（進行、縮
小）を明らかにしたか
b. 介入の開始/継続、経過観察の
開始/継続/中止の適切な判断が
できたか
c. 医療介入によって生じた障害の
大きさ（マイナスの効果）
d. 患者の希望を考慮して検査を決
定したか

・経過観察にとどまる、腫瘍評
価を再立案する、経過観察を
終了する、の適切な判断がで
きたか
・観察内容に患者が納得して
いるか

 
 
２． 前年度までの研究成果 
平成 21 年度は，以下の内容を実施した． 
（１）がん種別の診療の状況と診療の質に関する課題検討 
（２）がん診療構造モデルフレーム案の設計（診療構造図の元となった俯瞰図の設計） 
（３）がん種別の診療構造図の検討（俯瞰図を素材とした標準構造の特定） 
（４）診療の質評価指標検討のための PCAPS 電子コンテンツ作成手順の開発 
（５）がん診療プロセスに関する構造化サマリー作成支援システムプロトタイプ開発） 
 
３． 研究成果の意義及び今後の発展性 
 乳がんにおける既存の質評価指標群を素材として，この質評価モデルを用いて分析す

る手法の開発をすすめている．既存の質評価指標は，どのような経緯・理由で，論理的

に導出されてきたのかが明確ではないものが多く，またがん診療のどのフェーズの何を

評価しようとしているのかが，わかりにくかった．この質評価モデルを用いることで既

存の指標が評価しようとしている範囲や評価対象，が明確になってくると考えられる． 
 
４． 倫理面への配慮 
 本研究では，分担研究者が各自の病院内の関連情報やデータを用いて本研究モデルを

検証することになるが，個人は特定されない．また患者情報にアクセスするのは，関係

を有する分担研究者（医師）のみである． 
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飯塚 悦功 

  

総括，研究事務局運営，研究者会議運

営 

東京大学・昭和 49 年

卒･工学博 

東京大学・大学院工学系研究科

，品質経営・システム工学・医

療謝意亜システム工学・他 

特任教授 

水流 聡子 

  

システム開発，調査コンテンツ開発，

分析，質評価指標の特定･組込方法検討 

広島大学，昭和 56 年

卒・博士(医学) 

東京大学・大学院工学系研究科

，品質管理･医療管理･医療情報 

特任教授 

棟近 雅彦 分析，調査コンテンツ開発，質評価指

標の特定，質評価指標の組込方法検討 

東京大学・昭和 62 年

・工学博士 

早稲田大学理工学術院創造理

工学部,経営工学 

教授 

新海 哲 肺がん薬物療法のデータ登録チームの

構築と PCAP-SCPC 登録システムによる

データ収集（以下 PCAPSデータ収集） 

群馬大学，昭和47年

卒，医学博士 

四国がんセンター呼吸器内科，

呼吸・循環器，がん薬物療法 

病院長 

蒲生 真紀夫 胃がん･大腸がん薬物療法のデータ登

録チームの構築と PCAPSデータ収集 

東北大学，昭和 59 年

卒，医学博博士 

大崎市民病院，腫瘍センター・

腫瘍内科， 

腫瘍センタ

ー長 

矢野 真 肺がん手術療法のデータ登録チームの

構築と PCAPSデータ収集 

東京医科歯科大学･昭

和 54年卒･博士(医学) 

武蔵野赤十字病院 

呼吸器外科 

呼吸器外科

部長 

吉井 慎一 前立腺がん手術のデータ収集および質

評価指標検討と PCAPSデータ収集 

筑波大学・昭和 58 年

・博士（医学） 

株式会社日立製作所 ひたち

なか総合病院，泌尿器科 

副病院長 

吉岡 慎一 胃がん･大腸がん手術療法のデータ登

録チームの構築と PCAPSデータ収集集 

大阪大学・平成 10 年

度卒業・博士(医学) 

兵庫県立西宮病院 

消化器外科 

 

外科医長 

 

成田 淳 PCAPS 結腸がん手術コンテンツを素材

とする電子カルテからの連動実験 

筑波大学，昭和６１年

卒業 

長野中央病院 

外科 

 

外科医長 

手術室医長 

 青儀 健二郎 乳がん手術療法・薬物療法のデータ登

録チームの構築と PCAPSデータ収集 

広島大学，昭和 60 年

卒，医学博士 

独立行政法人国立病院機構四

国がんセンター 乳腺科 

 

ICU病棟医長 

乾 由明 肝臓がん治療のデータ登録チームの構

築と PCAPSデータ収集 

 

岐阜大学，５７年卒業

，医学博士(大阪大学) 

兵庫県立西宮病院 

消化器内科 

 

地域医療連携

医療情報担当

部長，内科部長 

名取 良弘 頭部がんデータ登録チームの構築と

PCAPSデータ収集 

九州大学・昭和 60 年

卒，博士(医学) 

(株)麻生 飯塚病院 

脳外科 

脳神経外科

部長 

 


