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1．本年度の研究成果 

＜研究内容＞ 

本研究の目的は、乳がん患者に対する大規模前向きコホート研究を行うことにより、様々な要因（生活習慣、心理

社会的要因、痛み、代替療法等）がその後の療養生活の質（QOL）や予後（再発、死亡等）に与える影響を疫学的

に調べることである。また、その成果を患者、家族、医療関係者等に発信し、効果的に普及させるための方法論を

確立する。 

検診の普及や治療法の改善により、がんとともに生活する人が増えている。有効な治療法が存在しても、患者の

立場からは日常生活の中で再発を防ぎQOLを高めるために努力をしたいという思いが強いが、治療以外の要因と

その後のQOLや予後との関連を調べたエビデンスレベルの高い研究は国内外ともほとんど存在しない。本研究に

よって、乳がん患者の生活習慣や心理社会的側面、代替療法利用の実態を明らかにするとともに、それらが QOL

や予後に与える影響に対し、質が高く有用なエビデンスを創ることができ、国際的にも新しい知見が得られる。 

本研究では、乳がん患者を対象とする 3 つの大規模臨床試験の共同研究としてのコホートに加え、国立がん研

究センターの日常診療においても組織・血液の採取を含めたコホート研究を実施する。 

 

＜研究進捗＞ 

1）乳がん患者コホート研究への対象者登録 

乳がん患者を対象として実施しているコホート研究は、多施設臨床試験の共同研究として、臨床試験参加者を対

象に実施している 3 つのコホート（表 1 の①～③）と、国立がん研究センター中央病院の日常診療のなかで、同院

で手術を受ける全乳がん患者を対象とする 1つのコホート（表1の④）の計4つのコホートから成っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1に対象者の登録状況を示した。対象者の登録は、2007年11月より開始した。開始当初は5人/月程度の登

録数であったが、その後、新規コホートを増やし、2010年11月に4つ目のコホートであるコホートNCCを開始した。

本年度にはコホート NCC の登録体制を確立し、軌道に乗せたため、登録数が大きく伸び、50～80 人/月ペースで

登録を進めることができた。本年度は2011年11月15日までの7カ月半の間で新たに509人を登録し、H21年度

からの合計で1,587人のベースラインデータが得られている。 

 

研究名称 共同研究となる臨床試験 対象 目標登録数 登録開始 進捗（2011年11月15日現在）

①コホート05 「閉経後乳がんの術後内分泌療法5年終了患
者に対する治療終了とアナストロゾール5年延
長のランダム化比較試験（N-SAS BC05）」

閉経後、術後内分
泌療法5年終了後

2,000人 2007年11月～
対象者登録中

・116施設のIRB承認
・1,048人に質問票配布、
　うち954人 から回答（91.0%）

②コホート06 「レトロゾールによる術前内分泌療法が奏効し
た閉経後乳がん患者に対する術後化学内分
泌療法と内分泌単独療法のランダム化比較
試験（N-SAS BC06）」

閉経後、術前内分
泌療法予定

600人 2008年5月～
対象者登録中

・122施設のIRB承認
・455人に質問票配布、
　うち436人 から回答（95.8%）

③コホート07 「HER2陽性の高齢者原発性乳がんに対する
術後補助療法におけるトラスツズマブ単剤と
化学療法併用に関するランダム化比較試験
（N-SAS BC07）」

70歳以上のHER2
陽性で根治手術後

200人 2009年10月～
対象者登録中

・89施設のIRB承認
・85人に質問票配布、
　うち77人 から回答（90.6%）

④コホートNCC
―

NCCで手術予定の
乳がん患者全員

1,200人 2010年11月～
対象者登録中

・120人を登録（同意取得）
　→120人の試料（血液、組織）
　→98人の質問票回答

4,000人 2007年11月～ ・1,587人を登録乳がん患者コホート研究全体

各コホート研究の内訳

表1　乳がん患者コホート研究の概要



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）データ・モニタリングとベースラインデータ集計 

データの質を担保するため、本研究では、1年に 2回データ・モニタリングを行っており、本年度も 9月末時点で

実施した。続いて、患者の術前後の生活習慣や心理社会的状況を把握し、日常診療の現場への患者支援の示唆

を得るために、1,040 人分の乳がん患者ベースラインデータの集計を行った。横断的な解析の結果、術前および術

後2週間の患者の3割にCES-D（Center for Epidemiologic Studies Depression Scale）得点において抑うつ傾向がみ

られるものの、回答者全体の95％以上が乳がん罹患によるポジティブな変化や成長を感じていること、全体として、

乳がん罹患後に野菜類や果物類等の摂取量が増え、卵類、アルコール類等の摂取量が減る傾向がみられること、

術後5年経過時点の回答者の半数がサプリメント等の相補代替療法の利用経験があることなどが明らかになった。 

 

3）一般住民を対象とするコホート研究 

上記乳がん患者コホートにおける患者の生活習慣や心理社会的要因などの特徴を評価するための対照群とし

て、一般住民を対象とするコホート研究を実施している。一般住民コホートと患者コホートの比較を行うことにより、

乳がん発症に関わる要因についても検討が可能となる。対象は、2009年6月より登録が開始された「大腸内視鏡検

診の有効性評価のためのランダム化比較試験」に登録される一般住民（予定対象者数 1 万人）である。本共同研究

については、本年度は対象地域を仙北市のみから大仙市に拡大し、2011年 10月末までの 7カ月間で新たに 785

人から回答を得、合計2,744人のベースラインデータが得られている。 

 

4）研究成果の普及啓発と対象者の支援、その方法の確立 

（1）患者支援：コールセンター 

研究に並行して、電話相談を主とする患者支援を行っている。これは、本研究対象者への直接的支援であるとと

もに、より広い対象への支援方法を検討するパイロット研究という位置づけも兼ねている。NPO 法人日本臨床研究

支援ユニット内にコールセンターを立ち上げ、研究対象者に対し、研究内容を中心とする問い合わせ受付を行って

いる。本年度は前年度に引き続き、問い合わせや相談内容を蓄積し、グラウンデッドセオリーに基づく質的分析を

図1 乳がんコホート研究月別登録数 



行い、マニュアルに反映させた。すべての研究に関して、質問票への回答が得られた対象者には、栄養素の説明

付の個別の栄養計算結果票を返却している。 

（2）普及啓発：ウェブサイト 

ソーシャルマーケティングの手法を用い、マーケティングの専門家やPRの専門家などの協力のもと、研究のロゴ

を作成するとともに、2011 年 6 月には研究班のウェブサイトを立ち上げた。ウェブサイトは、乳がん患者およびその

家族、一般市民などを対象に、がんに関する普及啓発を行うことを目的とし、本研究の説明や進捗、ベースライン

データの集計結果の他、がんの予防や療養生活に関する情報、世界の最新知見の紹介などを行っている。 

（3）対象者登録促進・患者支援：面接調査 

対象者登録の推進および乳がん患者への情報提供の在り方を検討するため、2011 年 6～8月に乳がん患者18

人を対象とする個別の半構造化面接を実施した。面接の質的分析により、研究への参加促進要因、阻害要因、理

解が難しい内容、研究へのニーズや療養生活へのニーズなどが具体的に明らかになった。それらの結果をもとに、

ソーシャルマーケティングの手法を活用し、本研究の対象となる患者が研究内容を正確に理解することができ、か

つ参加意欲を高めるためのパンフレットの開発を進めている。 

 

2．前年度までの研究成果 

1）乳がん患者コホート研究への対象者登録 

本研究班の前身となるがん臨床研究班において、3 つの乳がん患者コホートを開始し、H19-21 年度までに 535

人を登録した。前年度（H22 年度）には、新たに国立がん研究センターにおいてコホート研究を開始し、1 年間に 4

つのコホートの合計で530人から同意を得、ベースラインデータを収集した。 

2）データ・モニタリングとベースラインデータ集計 

毎年 2 回、データ・モニタリングを実施している。また、乳がん患者のベースラインデータの集計を行い、国内外

の関連する学会等での報告を行った。 

3）一般住民を対象とするコホート研究 

本研究班の前身となるがん臨床研究班において、乳がん患者コホートの対照群となる一般住民コホートを開始し、

H19-21年度に833人を登録した。前年度（H22年度）には、新たに1,126人からベースラインデータを収集した。 

4）研究成果の普及啓発と対象者の支援、その方法の確立 

H21 年度にコールセンターを立ち上げ、前年度（H22 年度）も引き続き研究対象者に対する問い合わせを受け、

問い合わせや相談内容の蓄積を行った。研究班ウェブサイトについては、mission・vision の検討やコンテンツ作り、

デザインの作成などサイト立ち上げに向けた準備を進めた。 

 

3．研究成果の意義及び今後の発展性 

本年度は、乳がん患者を対象とする 3 つの臨床試験の共同研究としてのコホート研究に加えて、国立がん研究

センター中央病院の日常診療において患者の登録を行うコホート研究の登録システムを確立し、軌道に乗せた。こ

れまでは臨床試験の進捗が遅れると登録が進まないという問題があったため、登録数が伸び悩んだが、臨床試験

とは独立して日常診療において対象者を登録することが可能となったことにより、登録数を大きく増やすことができ

た。また、登録促進に向け、よりわかりやすく、参加意欲の高まるパンフレットの作成も進めている。現在のペースで

順調に登録数が増加すれば、数千人規模という、世界最大の乳がん患者コホートとなることが見込まれる。 

本研究の研究期間内における成果として、乳がん患者の生活習慣や支持療法、代替療法利用などの実態、およ

びそれらが予後や QOL に与える影響に関して、臨床試験に次ぐ質の高いエビデンスをつくることができる。また、

治療や代替療法の情報も把握するため、それらの効果の評価が行える。さらに、試料の採取も行うため、血中バイ

オマーカーや遺伝子多型などが、治療効果や予後に与える影響の検討も行える。また、治療と生活習慣や遺伝子

の交互作用を調べることによって、個別化治療選択についても検討が行える。これらの情報は乳がんの本態解明

や新しい治療開発に対しても有用な情報を提供することができる。さらに、研究期間終了後においても、対象者の

追跡を予定しており、様々な要因が長期的QOLや予後に与える影響を検討することも可能である。 

患者支援については、日常生活における困難やニーズについてもコホート研究で調査を行うとともに、コールセ

ンターによる研究対象者からの質問・相談のデータの蓄積と質的分析を進めている。また、米国NCIや英国政府に

よる健康政策などで活用されているソーシャルマーケティングの手法を本年度より本格的に取り入れ、研究ロゴの

作成やウェブサイトの立ち上げ、患者への面接調査などを行った。これらの活動を蓄積し、さらに改善を加えていく



ことにより、研究対象者への直接的支援の促進とともに、がん患者の支援に対する方法論的示唆も得られる。 

本研究で創出されるエビデンスは、エビデンスの質を考慮の上、最終的には研究代表者が所属する国立がん研

究センターがん対策情報センターがん情報サービス（1 日 7 万アクセス)や研究班のウェブサイト、研究代表者が作

成委員を務める乳癌学会患者向け乳癌診療ガイドライン、国際誌への投稿等を通じ、患者や家族、医療関係者、

拠点病院に発信されるとともに、がん患者に対する政策決定の基礎資料としても提供される。 

 

4．倫理面への配慮 

本研究に関係する全ての研究者はヘルシンキ宣言および関係する指針（「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床

研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム･遺伝子解析研究に関する倫理指針」など）に従って本研究を実施している。

また本研究は臨床試験の実施主体である財団法人パブリックヘルスリサーチセンターがん臨床研究支援事業の独

立モニタリング委員会および研究代表者が所属する国立がん研究センター、すべての臨床試験参加施設の倫理

委員会の承認を得て研究を実施している。また、研究実施にあたっては、独立モニタリング委員会のモニタリングの

下、研究を遂行している。 
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