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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」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． 
（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． 
（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。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項目を導出する。

この質評価項目に対して，質評価指標を設定する。 
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状態認識の
質

癌を診断するにあたり、必要な項目が
認識できているか

Staging、ホルモン感受性、
HER2受容体発現検討に必要
な検査を認識しているか

がんの広がり、予後因子、予測
因子、全身状態、臓器機能を認
識しているか

がんの広がり、併存症の有無、全
身状態、臓器機能を認識している
か

計画の質

a.病変を発見、同定することができた
か
b.がんが疑われる病変に対して生検
を計画したか
c.患者の希望を考慮した検査適用判
断となっているか
d.患者状態に応じた検査を計画でき
たか(cf)狭窄病変の場合、不適な検
査がある

a.局所評価(マンモグラフィ、乳
腺超音波、など)を行えたか
b.遠隔評価(CT 、骨シンチ、
PET-CT,胸部レントゲンなど)
を行えたか
c.患者の希望を考慮した検査
方法の計画か

a.治療計画立案時にホルモン感
受性、HER2受容体発現、術前
Stageなどを根拠としたか
b.上記に合致しない場合、明確
な根拠があるか

a.根治切除可能であった場合、標
準治療を選択できたか
b.術後病理検査の結果によって適
切なAjuvant therapyが施行できた
か
c.根治切除不能であった場合、適
切な治療方針を設定できたか

実施の質

・立案した検査を計画通りに実施した
か
・がんが疑われる病変に対して生検を
計画通りに実施したか
・想定外の状態や診断結果が出たと
き検査の中止や、適切な検査の追加
をしたか

a.局所評価を計画通りに実施
したか
b.遠隔転移を含めたStagingを
行えるよう検査が遂行できた
か
c.想定外の状態や診断結果が
出たとき検査の中止や、適切

a. 検査結果を考慮して外科手
術、薬物療法、放射線療法、再
建方法などを選択し、治療計画
を立案したか
b. 患者の同意を得た治療計画
を立案したか

a.治療を実施計画通りに実施した
か
b.計画通りに治療後にがん腫瘍
が切除されたか

アウトカムの
質

a. がんを確定したか
b. 患者状態に応じた検査を決定した
か
c. 患者の希望を考慮して検査を決定
したか

a. がんの広がり、予後因子、
予測因子を明らかにしたか
b. 生体侵襲の少ない検査に
基づいて計画を立てられたか

a.治療計画がガイドラインに準じ
ているか
b.ガイドラインに準じない場合、
相応の根拠があるか

a.がんを切除したか
b.根治切除不能であった場合、適
切な治療を遂行できたか
c. 治療結果に患者が納得してい
るか

適用
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（４）がん診療プロセスの質評価項目（がん種共通）の特定と対応する質評価指標の導出（がん

種別・共通），および計測項目の設定と計測のための質問票の設計 
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

質評価項目導出表の枠組みを設計し，この構造に沿って，がん種別の質評価項目を検討した．が

ん種別の質評価項目を比較検討した結果，がん種共通の質評価項目として一般化できることがわ

かった． 
この４×６，合計 24枠それぞれに特定された数個の質評価項目に対して，対応する質評価指
標をがん種別に導出し，がん種間比較を行い，共通化できるものとがん種によって異なるものに

ついて，各がん種担当者が集まる総合会議をおき，全員で，ひとつずつ丁寧に検討した．またこ

れら質評価指標に対応する計測項目と質問文（回答形態含む）を設計した．この質問文を用いて，

調査票を作成した．調査票は，質問文と回答の根拠を確認するための質問を対応づけて設計した．

このがん種毎に設計された調査票を用いて各分担研究者が自病院でパイロット調査を実施し，調

査結果を研究メンバー全員で検討し，質問文と調査票を改良していった． 
2011年11月時点における大腸がんの①手術，②薬物療法，の調査票を用いて，計測可能性と
有用性を検討するため，3病院でヒアリング調査を実施した．統括班の研究分担者1名が，分担
研究者の病院の外科医師と腫瘍内科医師に対して，それぞれの主治医症例 1～3例について，本
調査票を用いて，ヒアリング調査を実施した．最終的に手術症例7例，薬物療法患者4例のヒア
リング調査症例を得た．その結果，本調査票を用いて，①質保証されたがん診療プロセスに関す

るあるべき病院の仕組み（患者が疾患や状況を理解できているか否かの確認・情報提供手順・情

報入手手順・診断および介入計画のレビューなど）の存在，②その仕組みがきちんと動いている

かの検証（術後合併症等のトラブルのあった症例を選択し，当該症例に提供されたがん診療プロ

セスについて，主治医からの主観的評価と，各種記録をもとに事実確認していく方法をとる），

③当該症例におけるがん診療プロセスの実態データの取得，ができた．以上により，がん診療プ

ロセスの質評価（病院のしくみ，各症例の評価）に関する計測可能性と有用性が検証できた． 

がん診断01

01-01-01. がん診断に必要な患
者の状態（医学的状態・社会的状
態）を認識しているか
01-01-02.がん診断に必要な医学
的手段を認識しているか
01-01-03.患者が、がん診断に
至った経緯を、正しく解釈、認識し
ているか
01-01-04.患者のがんの確定希
望を認識しているか

01-02-02.標準的な検査計画が立案
されたか
01-02-03. 患者の状態（医学的状態・
社会的状態）を考慮した検査適用判
断となっているか
01-02-04. 患者の希望を考慮した検
査方法か

01-03-01. 検査を計画通りに実施した
か
01-03-02. 計画通りにがんを確定でき
たか
01-03-03. 想定外の状態（医学的状
態）や診断結果が出たとき適切な検
査に中止・追加したか

01-04-01. がんを確定したか
01-04-02. 検査によって生じた障害の
大きさ
01-04-03.患者も結果を認識している
か

治療前診断02

02-01-01.検査を実施するために
必要な患者状態（医学的・社会的
状態）を認識しているか
02-01-02.検査を実施するために
必要な医学的知識を認識してい
るか
02-01-03.検査を実施するために
必要な患者の状態を正しい過程
で解釈しているか
02-01-04治療前診断のために，
患者の理解度・希望を確認したか

02-02-02. 検査方法が標準的か
02-02-03.患者の状態（医学的状態・
社会的状態）を考慮した検査方法か
02-02-04. 患者の希望を考慮した検
査方法か

02-03-01. 検査を計画通りに実施した
か
02-03-02. 診断後の状態（医学的状
態）は想定通りか
02-03-03. 想定外の状態（医学的状
態）や診断結果が出たとき適切な検
査に中止・追加したか

02-04-01. 悪性腫瘍の情報を明らか
にしたか
02-04-02. 検査によって生じた障害の
大きさ
02-04-03.患者も結果を認識している
か

治療計画立案
03

03-01-01.治療計画を立案するた
めに必要な患者状態（医学的・社
会的状態）を認識しているか
03-01-02.治療計画を立案するた
めに必要な医学的知識を有して
いるか
03-01-03.治療計画を立案するた
めに必要な患者状態を正しい過
程で解釈しているか
03-01-04治療計画立案のため
に，患者の理解度を確認したか

治療計画立案時に
03-02-01. 標準的治療を考慮してい
るか
03-02-02. 患者の病態・がんの病期
を根拠としているか
03-02-022. 必要とする医療スタッフ、
設備を考慮したか
03-02-03. 患者の全身状態を考慮し
ているか
03-02-04. 患者の希望を考慮してい
るか

治療計画に
03-03-01. 標準的治療を考慮したか
03-03-012. 患者の病態・がんの病期
を実際に組み入れたか
03-03-013. 必要とする医療スタッフ、
設備を組み入れたか
03-03-014. 患者の全身状態を実際に
組み入れたか
03-03-015. 患者の希望を実際に組み
入れたか

03-04-01.医学的問題をコントロールし
て立案したか
03-04-03.治療計画に患者が同意して
いるか

アウトカムの質04

表．フェーズごとの評価項目（がん種共通）

　　　　評価の観点
診療
フェーズ

状態認識の質01 計画の質02 実施の質03

 
（上記は，6フェーズのうち，3フェーズに関するアウトプットを提示している） 



２．	 前年度までの研究成果 
平成21～22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） 
（６）がん種別の診療構造図の決定と，質評価項目の導出 
（７）がん種別の質評価指標の導出 
（８）がん薬物療法プロセスの計測システムの検討 
 
３．	 研究成果の意義及び今後の発展性 
	 本研究によって得られた，がん種共通の質評価項目一覧（質評価の4観点×診療プロセスの6
フェーズ）は，質評価対象を共有する上で有用である．またこの評価項目にそって設定された質

評価指標と，設計された質問票は，病院のがん診療プロセスを評価・改善する上で有用と示唆さ

れた．今後この調査票を改善し，ヒアリング調査の方法論を設計し，標準化することができれば，

各病院のがん診療プロセスを比較評価でき，また改善が促進される形で導入することが可能と期

待される． 
 
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）あるいは主治医のみである． 
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