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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）	 

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が
ん化学療法標準化事業作業メンバー（医師3名、薬剤師5名、看護師6名）によってデータベ
ース化された東北6県6大学附属病院で運用中の5大がんレジメン情報から、肺癌（26レジメ
ン）、胃癌（9レジメン）、大腸癌（17レジメン）、乳癌（22レジメン）および悪性リンパ
腫（18レジメン）の共通レジメン（計92レジメン）を作成した。これらのレジメンは同化
学療法専門委員会に所属のがん薬物療法専門医によってレビューされた標準プロトコルと
副作用モニタリングシートからなり、平成24年8月に東北がんネットワークの既設HP（http:
//www.tohoku-cancer.com/protocol/index.html）上に公開し、地方レベルでのレジメンの
共有化としては全国初の試みとして、主に東北地方のがん診療連携拠点病院やがん化学療
法を実施する中核病院での利用に供した。今後、広報活動によって利用施設を増やしてい
く予定である。また、バーチャルレジメン審査委員会の構築を予定している。	 

	 
(2) 臨床試験推進事業（担当	 吉岡孝志）	 
東北がんネットワークTumor	 Board準備委員会によって、平成24年9月にTumor	 Boardによ

り会員IDとパスワードで管理される書き込み症例検討会用の電子掲示板を東北がんネット
ワークHP内（http://www.tohoku-cancer.com/bbs.html）に作成し運用を開始した。この症
例検討会用の電子掲示板は、主に東北地方のがん診療連携拠点病院やがん化学療法を実施
する中核病院の医師を会員（登録制）とし、東北がんネットワークTumor	 Board委員会が認
定するがん薬物療法専門医等の専門医による症例検討を行うもので、主に診断や治療方針
の決定が難しい症例や、集学的治療が必要な症例、臨床試験への登録予想される症例など
を対象とした。この地方レベルで行われる電子掲示板による症例検討会は全国初の試みで
あり、特に専門医が不在の病院や集学的治療が実施できない病院の患者の治療の標準化に
有用であるほか、将来、地方の臨床試験の推進に繋がるものとして期待される。今後、広
報活動によって会員を増やすとともに症例検討回数を徐々に増やしていく予定である。	 
	 

(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、蒲生真紀夫）	 
平成24年9月2日（日）東京エレクトロンホール宮城大ホール市民公開講座「がんと共に

生きること」を第11回日本臨床腫瘍学会学術集会との共催で開催した。患者会代表による
講演やパネルディスカッションを行い319名の参加者を集めた。事後アンケートによると参
加者の評価が高い企画であった。さらに、平成25年3月26日に市民公開講座「がん治療の未
来と課題（仮）」を日本癌治療学会との共催で開催予定である。平成23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「上腕ポート留置術の実際」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。なお、このDVDは日本医
療評価機構の全国の指導医研修会の教材として使用された。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継続運用し、医師以外のメディカルスタッフのネット
ワーク活動を支援した。	 
	 

(4) 化学療法に関するアンケート調査に（担当	 加藤俊介）	 
平成23年度に東北地方で化学療法を実施する153病院（全ての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3
1病院）を対象に行ったアンケート（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）の結果を解析した。回収率は40％（6



1病院）で、化学療法実施体制に関してがん診療連携拠点病院とそれ以外の病院間の格差が
明らかになった。また、がん診療連携拠点病院においてもレジメン審査体制の不備や専門
医不在の課題が明らかになった。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）に反映させた。
来年度はこの研究課題のアウトカム評価のためのアンケート実施を計画している。	 
	 

(5) 個別化治療推進事業（担当	 柴田浩行、石岡千加史）	 

研究代表者が所属する東北大学加齢医学研究所内にEGFR経路関連遺伝子の変異や網羅的
遺伝子発現解析による大腸癌のバイオマーカー探索のための検査体制を強化し、外部の臨
床試験グループが実施する臨床試験の中のバイオマーカー探索研究を受託できる体制を整
えた。平成24年度に2つの多施設共同臨床試験、T-CORE1201（KRAS遺伝子野生型の治癒切除
不能な進行・再発の結腸・直腸癌に対する2次治療としてのCetuximab(q2w)+mFOLFOX6また
はCetuximab(q2w)+mFOLFIRI療法の臨床第Ⅱ相試験及び治療効果を予測するバイオマｰカｰ
の検討）とインターグループ試験のTRICOLORE（研究切除不能大腸癌1次治療におけるTS-1,
	 irinotecan,	 bevacizumab併用療法の有用性を検証する臨床第Ⅲ相試験）のバイオマーカ
ー探索施設として、平成25年度以降に解析業務を開始し継続する予定である。	 

	 
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、平成22年度に化学療法共通プロトコル委員会
を設置、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。また、東北がんネットワークの既設HP（http://www.tohoku-ca
ncer.com/）上に専用の入り口をデザインした。	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 
(2)臨床試験推進事業について、平成22年度にTumor	 Board準備委員会を設置、平成23年度

にTumor	 Boardによる電子掲示板を使った症例検討システムのプロトタイプを試験運用し
た。平成22年度と23年度に東北大学、山形大学および秋田大学の腫瘍内科間を結ぶウェブ
会議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、平成22年度に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」を作成し、全国の都道府県
がん診療連携拠点病院等に配布した。平成22年度に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。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。さらに、平
成24年2月26日に市民公開講座「知ってきたい抗がん剤治療」を開催した。	 
	 
	 	 	 	 	 	 	 	 
(4)がん診療に関するアンケート調査について、東北地方で化学療法を実施する153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61病院から回答あった。	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

(5)個別化治療推進事業について、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）の実施体制を準備した。	 
	 
	 	 	 	 
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24年度から運用を開始し、現在、維持管理体制の整

備と利用者拡大のための準備を進めている。臨床試験推進事業では、インターネットを利用
したTumor	 Board会議による症例検討会が試験運用を経て平成24年度からスタートした。地
方規模でのレジメン統一事業や電子掲示板を利用したはTumor	 Board会議による症例検討会



の運用は国内では初めての試みであり、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が期待され、さらに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。医療従事者への講習会や教材の提供、市民公開講座による市民や患
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このグループでの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。アンケート調査によって化学療法実施体制に関してがん診療連携拠
点病院とそれ以外の病院間の格差が明らかになった。また、がん診療連携拠点病院におい
てもレジメン審査体制の不備や専門医不在の課題が明らかになった。今後、東北がんプロ
フェッショナル養成推進プランとも連携して、がん専門医療従事者の養成を進める必要が
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。
大腸癌に関しては遺伝子解析体制が整備されたため、今後は、臨床試験に付随して行われる
バイオマーカーの探索研究を支援する計画である。	 
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。	 

	 
４．	 倫理面への配慮	 

	 
本年度は直接患者を対象にした臨床研究を実施していないが、次年度に実施予定である臨

床試験の付随研究（バイオマーカーの探索）の受託にあたってはヒトゲノム遺伝子解析研究
を含めた関連ガイドラインに準拠し、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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