
研究課題名：東北地方のがんネットワークによるがん診療連携拠点病院の	 
化学療法の均てん化事業	 

課 題 番 号：H22―がん臨床―	 一般―034	 
研究代表者：東北大学加齢医学研究所臨床腫瘍学分野	 教授	 石岡	 千加史	 
	 
１．	 本年度の研究成果	 

	 	 

(1) がん化学療法プロトコル（レジメン）統一事業（担当	 リーダー西條康夫、伊藤薫樹、
石田	 卓、専門委員	 佐藤淳也）	 

平成22年度に東北がんネットワーク化学療法専門委員会に設置した化学療法共通プロト
コル委員会（分担研究者4名に新たに専門委員を4名選出、医師6名、薬剤師1名、看護師1名
から構成）にて、平成23年度は、東北6県の医学部附属病院で運用中の5大がんレジメンを
収集し、それらをデータベース化した。現在、共通レジメンの完成に向けて作業グループ
（薬剤師5名、看護師6名、東北6県から参加）を結成し、共通レジメンの公開に向けて準備
を進めている。なお、共通レジメンは東北がんネットワークの既設HP（http://www.tohoku
-cancer.com/）上に公開する予定であり、HP上に専用の入り口をデザイン中である。	 

	 
(2) 臨床試験推進事業（担当	 吉岡孝志）	 
平成22年度に設置した東北がんネットワークTumor	 Board準備委員会によって、平成23年

度にTumor	 Boardの具体的な運用のための会員IDとパスワードで管理される書き込み掲示
板を上記HP内に作成し、予備試験運用を開始した。この書き込み掲示板は東日本大震災の
ため、急遽、被災地患者紹介のために運用したが、現在、新規にTumor	 Board専用ページを
作成し、宮城県内の中核的病院（非がん診療連携拠点病院）の試験運用中である。平成22
年度に設置した東北大学と山形大学の腫瘍内科間にウェブ会議システムについて、秋田大
学の腫瘍内科に追加導入した。このウェブ会議システムを利用して、3大学腫瘍内科間で臨
床試験推進を目的とする症例を含む症例検討会を年度内に開始する予定である。さらに、
東北がんネットワークに臨床試験情報公開を整備するほか、Tumor	 Board（バーチャルな組
織、会議）を組織し、臨床試験推進を目的とする化学療法を中心にした症例検討会を実施
する予定である。	 
	 

(3) 医療従事者、市民や患者会への啓発活動（担当	 石岡千加史）	 
平成22年度に作成したがん薬物療法に従事する医療従事者を対象とするDVD「東北大学病

院化学療法センターレジメン審査委員会」を、東北地方の病院や全国の都道府県がん診療連
携拠点病院に郵送で配布した。平成22年度に立ち上げた東北がんネットワーク化学療法専門
委員会の薬剤師メーリングリストおよび看護師メーリングリスト活用した職種別ネットワ
ークをスタートした。今後、がん化学療法レジメン統一事業に関する情報交換や、運用上
の課題を職種内や職種間（既設のメーリングリスト）で議論する予定である。また、市民
公開講座「知っておきたいがん治療の臨床試験～未来を拓く力に～」を平成23年5月28日に
開催した（参加者187名）。なお、事後にアンケート調査を実施した。さらに、平成24年2
月26日に市民公開講座の開催を計画中である。東日本大震災後の被災地域のがん診療のた
めの現地調査を行い、宮城県石巻地区の化学療法診療体制の支援を行った（現在、継続中）。	 
	 

(4) 化学療法に関するアンケート調査に（担当	 加藤俊介）	 
東北地方で化学療法を実施する153病院（全がん診療連携拠点病院を含む、青森県20病院、

秋田県23病院、岩手県24病院、山形県20病院、宮城県35病院、福島県31病院）を対象に、1.
病院規模、施設に関する調査、２．化学療法プロトコル（レジメン）審査・管理について、
３．化学療法の実際の運用について、４．化学療法の院内パスの整備状況について、５．
臨床試験(院内体制、情報共有、参加など)について、６．専門的医療者養成（研修、雇用）
について、の大きく分けて6項目に関するアンケートを実施した。現在、アンケート結果を
回収・集計中（現時点で61病院から回答あり）である。解析結果は、本研究課題の他の項
目（とくに、がん化学療法プロトコル統一事業、医療従事者の啓発活動および臨床試験推
進事業）に反映させる予定である。	 

(5) 個別化治療推進事業（担当	 柴田浩行）	 

平成22年度は、研究代表者が所属する東北大学加齢医学研究所内に大腸癌の分子マーカ



ー探索のための準備としてKRAS遺伝子解析等（EGFR経路関連遺伝子の変異や網羅的遺伝子
発現解析）の実施体制を構築した。平成24年度に2つの多施設共同臨床試験（切除不能進行・
再発大腸癌の1次治療と2次治療）を計画中で、現在プロトコルを作成中である。	 

	 
２．	 前年度までの研究成果	 

	 
(1)がん化学療法レジメン統一事業について、既存の東北がんネットワーク化学療法専門委
員会と本研究事業研究者が共同して、東北地方の全てのがん診療拠点病院が利用することが
できるレジメン作成のための化学療法共通レジメン審査委員会を組織した。委員が所属する
施設で使用している化学療法レジメン（外来・入院両方）の調査を開始した。	 	 	 	 	 	 
	 	 	 	 	 	 	 
(2)臨床試験推進事業について、腫瘍ボード(Tumor	 Board)と試作画面を東北がんネットワー
クのホームページに作成した。運用規程案を作成して班会議に提出した。症例検討のバーチ
ャル会議を可能にするために、東北大学と山形大学の腫瘍内科間にウェブ・ビデオシステ
ムを導入した。	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
(3)医療従事者、市民や患者会への啓発活動について、がん薬物療法に従事する医療従事者
を対象とするDVD「東北大学病院化学療法センターレジメン審査委員会」を1,000部作成した。
市民や患者会への啓発活動として、「知っておきたいがん治療の臨床試験～未来を拓く力に
～」を計画し、患者や市民に臨床試験の普及に関しての啓発活動を行う計画を進めた。	 
	 	 	 	 	 	 	 	 
(4)がん診療に関するアンケート調査について、平成21年度に東北がんネットワーク化学療
法専門委員会が実施した化学療法に関するアンケート調査の結果の背景要因を詳細に解析
した。東北地方のがん診療連携拠点病院では化学療法の実施体制に関する、運用システム、
専門的医療従事者の配置、設備面、地域連携パスの整備が今後の課題として浮かび上がった。
臨床試験への参加困難な状況などが明らかになった。さらに臨床試験への参加困難な状況な
どが明らかになった。そこで、次年度に向けて、既存の東北地方のがんネットワークの有効
利用についてあらたなアンケートを考案した。	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
(5)個別化治療推進事業について、東北大学病院腫瘍内科や秋田大学医学部附属病院腫瘍内
科では、関連施設の治癒切除不能進行または再発大腸癌症例のKRAS、BRAF、PIK3CA等のEGFR
経路の遺伝子変異を解析し、抗EGFR抗体薬の治療効果との関連を調査した。	 
	 	 	 	 
３．	 研究成果の意義及び今後の発展性	 

	 
がん化学療法レジメン統一事業は平成23年度末からの運用開始の目処が立ち、現在、公開

や広報のための準備を進めている。地方規模でのレジメン統一事業は国内初めての試みであ
り、東北地方の化学療法の均てん化が推進されるものと期待できる。臨床試験推進事業では、
インターネットを利用した臨床試験情報の共有サイトの開設、Tumor	 Board会議、ウェブ会
議の準備が進められておりすでに試験運用段階にある。平成24年度からの運用により東北が
んネットワーク参加施設等のがん診療レベルの向上や臨床試験参加率の向上を目指す。医療
従事者、市民や患者会への啓発活動により、上記インフラ整備に留まらず人材の養成や地
域住民のがん医療に対する理解を広めるために継続的な取り組みが必要であると考えてい
る。がん診療に関するアンケート調査は、地方病院や医療従事者の意見を集約し事業に反映
させる上で重要である。個別化治療推進事業は、乳癌、大腸癌や肺癌などの頻度の高い癌に
おいて既に日常診療に導入されているバイオマーカーに関する知識の向上や診断技術の開
発を支援するものであり、臨床試験推進事業と同様に地域の研究者主導の臨床試験の活性化
に貢献している。	 
このように、この事業は多角的な方法で東北地方の化学療法の均てん化を推進している。本事
業は、病院間の格差をなくして地方における化学療法分野の医療水準の均てん化とその向上
に役立つものと期待される。また、都道府県を越えた医療ネットワークを地方に拡大し地方
のがん医療ネットワークを活性化することは、他の地方のモデルとしてより広域ながん医療水準
の均てん化に貢献できるほか、人材養成や人材交流の推進を含めて広く地域医療の活性化に繋が
り、社会的には国民の保健・医療・福祉の向上に役立つものと期待される。また、地方のが
ん診療ネットワーク整備は、厚生労働省や地方自治体が実施しているがん診療連携拠点病院
強化事業やチーム医療実証事業との連携により事業が相互に発展する効果が期待できる。さ
らに、東北地方にあっては東日本大震災後の復興にむけて、平成23年度末からスタートする



地域医療再生事業（3次医療圏）、医療福祉情報ネットワーク事業、東北メディカルメガバ
ンク事業へ発展的に事業を展開することが期待されている。	 

	 
４．	 倫理面への配慮	 

	 
本研究計画では直接患者を対象にした臨床研究を目的としていないが、個別の臨床試験と

して、現在、２つ研究計画を作成中で次年度に実施予定である。この研究計画では個人情報
の保護に関する法律を遵守し、十分なインフォームド・コンセントのもとに研究計画を実施
する予定である。医療従事者や市民を対象にしたアンケート調査に関しては、個人情報の保
護に関する法律を遵守して実施した。 
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①研究者名	 	 ②分 担 す る	 
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	 ④所属研究機関 	 
	 	 及び現在の専門	 
	 （研究実施場所）	 

	 ⑤所属研究	 
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