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１．本年度の研究成果 

本研究の目的は、ガイドライン作成をより多くのがん種において完結させ、さらに改

訂の継続性を維持していくための適切な環境の在り方を検討することにある。本年度は新

たに制吐薬適正使用ガイドライン、甲状腺腫瘍診療ガイドラインが刊行され、胃癌、大腸

癌、卵巣癌のガイドラインの改定が行われた。その他のがん種においても改定に向けての

ロードマップが提示された。ガイドライン作成・公開の環境の整備に関しては、各専門系

学術団体および各横断的ガイドライン公開団体の連携体制構築の必要性が明らかとなり、

本邦に適したガイドライン作成・公開の在り方を実現するための連絡会議開催の準備が進

行中である。本年度の研究の成果を項目別に紹介する。 

１）本邦のガイドライン公開体制の在り方 

ガイドライン公開組織である、日本癌治療学会、国立がん研究センターがん対策情報セ

ンター、Mindsに学識経験者を加えた連絡会議の開催に向けて最終調整中である。 

２）がん診療ガイドライン公開体制に係る日本癌治療学会の在り方 

 日本癌治療学会として各種がん診療ガイドラインの新規公開を推進し、適宜改定を維持

するための方策を検討し、４ガイドラインの新規、１ガイドラインの改定を公開した。 

３）がん診療ガイドラインの作成・公開体制における国立がんセンターがん対策情報セ

ンターの役割の研究 

 現状ではがん対策情報センターは市民パネルや行政機関、拠点病院とのつながりを密

とし、強力な統計部門を有するという特徴があり、これらの強みを生かしたガイドライ

ン支援組織としての構築の必要性が示唆された。 

４）ガイドライン作成体制の在り方 

 本邦のガイドライン作成から公開・検証・評価の過程を一定条件下体制で進めるべき時

期を迎えている。その統合的体制に対する専門系学会の個別意見を収集も段階的合意形成

の必要性を提言する。 

５）がん診療ガイドラインの作成・公開体制における Minds の役割の研究 

 Minds に提供されている 15 のがん診療ガイドラインを中心に、癌に関する情報提供の

現状と課題を検討した。情報提供の標準化、最新情報の提供、専門家との緊密な連携の

継続、一般向け情報提供の充実、の必要性が明らかとなった。 

６）がん診療ガイドライン公表連携の課題とその解決に関する研究 

日本癌治療学会のホームページ公開されている診療ガイドラインの公開および利用

状況を解析した。月平均の訪問者数は2007年には4,199件であったが、本年度は20,245

件と4.8倍まで増加し、普及のために患者向けの診療ガイドラインの公開を推進するこ

とが課題とされた。 

７）がん診療ガイドラインの公開体制の課題 

診療ガイドラインが、医事紛争の法的解決過程においてどのような影響をもち得るか

を、診療ガイドラインについて言及した裁判例より検索し検討した。診療ガイドライン

は、医師の注意義務の一応の基準になり得る情報とされていることが明らかとなった。 

８）放射線治療と腫瘍、米国のガイドラインシステム 

米国での代表的なNCCN guidelinesの最近の作成組織を調査した。新たなevidenceに

合わせて年に数回の改訂版を発行している体制については、我が国のガイドライン作成



の基盤を作っていくモデルになると思われた。 

９）欧州ガイドラインの公開体制 

 欧州の代表的ガイドライン公開組織である、ESMO、START、NICE、SIGN の基盤組織、

公開対象、作成方法などに関しては、公的資金による援助の有無により、作成方法や公

開対象に相違があり、今後の本邦での在り方に大いに参考になることが示唆された。 

１０）甲状腺癌 

日本内分泌外科学会および日本甲状腺外科学会が主体となって、エビデンスの質を検証

し、2010年10月に甲状腺腫瘍診療ガイドラインを刊行した。 

１１）肺癌 

 肺癌診療ガイドライン 2005 年版を日本癌治療学会 HP で公開するとともに、2010 年の

TNM 分類の大幅な改訂に基づく大改訂に向けた新樹形図の作成と WEB 改訂版の作成作業

を行った。 

１２）食道癌 

 2007 年 4 月版の食道癌診断・治療ガイドラインの評価がなされた。評価内容に応じて

2012 年の発刊に向け改訂中である。 

１３）胃癌 

2010 年 10 月に第 3 版を刊行した。胃癌取扱い規約とガイドラインの役割分担を明確

にし、推奨する治療のみをアルゴリズムおよび Stage 分類別の表として記載したことな

どが特徴である。 

１４）肝癌  

肝癌診療ガイドライン改訂版(2009 年版)の公開の手順と維持、外部評価について検討

した。一般公開である Web での公開は改訂後 1 年以上経過しており、より最新の情報提

供のためには公開体制の検討が必要と考えられた。 

１５）胆道癌 

『エビデンスに基づく胆道癌診療ガイドライン』の記名式の使用アンケートを行った

。結果、胆道癌診療ガイドラインが広く医療従事者に受け入れられ、有効に利用されて

いる状況が判明した。インターネット上の公開は利便性が高いものの、出版物の方が利

用率は高いことが判明し、今後の発刊形態に参考になると考えられた。 

１６）膵癌 

現在、膵癌診療ガイドライン 2009 年度改訂版（第 2 版）の Web 化を想定した資料整備

を行っている。また、第 3 版発刊へ向けた改訂委員会が平成 22 年 7 月に発足し、最新情

報の提供と公開の維持のための更新作業を進めている。 

１７）膵・消化管神経内分泌腫瘍 

膵・消化管神経内分泌腫瘍診療ガイドライン作成に向けて、国際的に評価しうる論文

を収集し検討・調査している。 

１８）婦人科腫瘍 

 2010 年 11 月に 2010 年版卵巣がん治療ガイドラインを刊行した。関係医療者を対象と

したアンケートで 99％が本ガイドラインは適切あるいはほぼ適切と解答し、卵巣がん治

療の均てん化に重要な役割を果たしていることが分った。 

１９）大腸癌 

2009 年 7 月に大腸癌治療ガイドライン 2009 年度版を発刊した。しかし、その後、化

学療法における薬剤の保険適応の変更などがあったため、2010 年 7 月に 2010 年度版を

発刊し、大腸癌研究会のホームページ上に公開した。 

２０）前立腺癌 

2010 年度末を目標にその改訂作業を行っている。改定版では、前立腺検診、化学予防、

ガイドライン作成評価の 3 章を新たに設ける予定である。 



２１）制吐薬適正使用 

日本癌治療学会と協力し、2010 年 5 月に制吐薬適正使用ガイドラインを刊行した。現

在、ガイドラインの検評についての検討を行っている。 

 

２．前年度までの研究成果 

前年度は、各専門系学術団体のガイドライン担当者および横断的組織の代表が、各組織

におけるガイドライン作成・公開体制に関して検討を行い、各組織間の相違や問題点が抽

出され、それらが各組織にフィードバックされることにより、ガイドライン作成・公開に

おける一定のコンセンサスが形成された。また、ガイドライン作成・公開の環境整備に関

しても、各組織間の綿密な連携および役割分担の必要性が認識され、連絡組織の設立に関

する合意を得ることができた。以上の様に、本邦のがん医療情報提供の根幹を成す情報提

供体制作りについての研究の基礎作りが、初年度の研究において可能であった。 

 

３．研究成果の意義及び今後の発展性 

ガイドライン作成と公開の維持は、がん対策基本法の目的のひとつで、がん医療に重

要な役割を担うものである。しかし、各専門系学術団体主導によるガイドラインの新規

作成および更新には、信頼性の高い情報を選択し、合意形成のうえ情報を発信する過程

で非常に大きな労力を要している。ガイドライン公開体制も、専門系学術団体や横断的

組織間で一部重複する業務をそれぞれ独自に行っており、その役割分担や公開する上で

のルールが明確となっていない。これらの問題点に対する対策の必要性に関して一定の

コンセンサスが得られつつあり、充実した組織体制の構築、情報交換・情報提供の在り

方を策定、利用における便宜性の構築のための環境整備が進めている。がん診療ガイド

ラインの検証の在り方についても更なる研究を推進する。 

 

４．倫理面への配慮 

 ガイドラインの作成によってがん診療の標準化と、より安全で効率的な治療に期待が

寄せられるが、個々の患者の意向が無視されることないよう配慮することが大切である。

また、保険診療などの社会的側面も十分考慮し、ガイドラインによって患者、家族、医

療従事者に不利益が発生しないように配慮している。また利益相反ポリシーの遵守を必

要とするため、その確実な体制造りを要望している。 
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