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１．本年度の研究成果 

（１）種々の拠点病院における問題点の検証と解決策の検討 

異なった性格を持つ拠点病院（がん研有明病院、順天堂大学病院、聖路加国際病院、武蔵野赤十

字病院）における外来化学療法における問題点を、各病院の外来化学療法担当医を中心に提示

して改善策を検討した。 

①. がん研有明病院（伊藤） 

日本有数のがん専門病院であり、外来治療室(ATC)では６０床、当番医師１名、専任
看護師２１名、常駐薬剤師２名で抗がん剤治療、内分泌注射薬治療、骨特異的薬剤治

療を行い、のべ約2000-2500人／月が治療を受けている。臓器別では乳腺、消化器、
血液腫瘍の順に多い。複数の医師、看護師、薬剤師によるダブルチェック等により安

全確保を行っている。課題としては1)医師・看護師の役割分担、２）効率化、３）安
全性・緊急対応体制、４）集中化と細分化のバランス、があげられる。１）穿刺、点

滴管理は看護師が行い、当番医師は緊急時の初期対応、血管外漏出時の対応、治験薬

の投与等を行っているが常駐医師の役割について検討中である。２）患者の待ち時間

が長く、診察の遅れの改善、予約枠の適正な配分が望まれる。また助手／医療クラー

クの積極的な導入を検討中である。３）誤投与の防止については看護師によるダブル

チェック、電子カルテ使用による呼び出し、氏名IDの確認等で充分行われているが看
護師の抗がん剤曝露対策については充分とは言えない。また薬剤過敏反応など緊急時

の対応はマニュアルにて規定されているが一般診療科との連携の問題、蘇生術実施の

環境整備（中央配管が少ない）などの問題がある。４）多数の患者・レジメンの管理、

各診療科の方針に合わせた個別対応の必要性などから、処置の複雑性が増しつつある。

適正規模の検討、処置内容（皮下注、短時間点滴、長時間点滴等）あるいは臓器別の

チーム化などの検討が必要である。 

②. 聖路加国際病院（山内） 

日本有数の民間総合病院であり、オンコロジーセンターは３９床、医師４名（腫瘍内

科医３名）、薬剤師３名、看護師１２名、受付２名、ボランティア１名で抗がん剤治療、

内分泌注射薬治療、骨特異的薬剤治療、生物学的製剤治療を行い、のべ1200-1350人
／月が治療を受けている。診療科別では乳腺外科、腫瘍内科、消化器センターの順で

あるが乳癌患者が多い。特徴としては、看護師が穿刺を行い、化学療法施行の判断も

一部行っている。またオンコロジーセンターにて薬剤師がミキシングを行っているの

で看護師の抗がん剤曝露リスクが少ない。ERに隣接しているので緊急時に迅速に対応
できることなど、一般診療科との連携が良好である。課題としては１）診療科により

患者の動線が異なり、待ち時間が多くなる・ミスが生まれる可能性、２）スペースが

少なく、例えば薬剤師による服薬指導の時間を週に半日しか取れない、などがあげら

れ、スペースの拡大、患者動線の再検討が必要である。 

③. 武蔵野赤十字病院（中根） 

地域拠点病院として最寄り患者のケアを担う総合病院である。化学療法室は19床
(12+7に分散)、医師３名、看護師６名、事務１名で抗がん剤治療、輸血、生物学的製
剤治療を行い、のべ300-400例／月が治療を受けている。特徴として、昨年から電子カ



ルテが導入されレジメンの標準化、可視化が進み、腫瘍内科医、認定薬剤師によるレ

ジメンチェックができる様になった、新規症例に対しては化学療法室に連絡し腫瘍内

科医と相談する、また外来化学療法室看護師が開始前にオリエンテーションを行い、

以降も担当するprimary nurse制を導入している。また化学療法室ベッド予約を化学療
法室スタッフが行い、特定の時間への患者集中を防いでいる。課題としては１）穿刺

は当番医師が行っており看護師への移行が望まれる、２）化学療法室看護師の確保が

困難である、３）薬剤師の関与が少ない、４）治療室ベッドの予約が煩雑との不満が

ある、５）外来と病棟、院内データベースとの情報共有がうまくいかない、等があげ

られる。三次救急病院でもあり人員をがん領域に集中することは難しいが、最低限必

要な人的資源の供給がのぞまれる。 

④. 順天堂大学順天堂医院（斉藤） 

４病院の中で最も大きい、大学付属総合病院である。化学療法室は25床で当番医師１名、
看護師６名で抗がん剤治療を行っており、約1400人/月が治療を受けている。内分泌注射薬
治療等は各外来で行っている。各科の外来で診療後に化学療法室で各診療科医師が穿刺を

行う。ミキシングは薬剤部で行い薬剤師が運ぶ体制になっている。レジメン委員会は毎週

行われている。また治験や臨床試験についてはGCPセンターのサポートが充実し、試験デ
ザイン、プロトコール作成なども行っている。妊娠女性の抗がん剤曝露について安全管理

が手厚く行われている。課題として１）縦割り構造で診療科間の連携が希薄である、２）

腫瘍内科、緩和ケア科が未整備である、３）癌治療センターは化学療法室と別にあり窓口

／相談機能のみである、４）薬剤部が調剤に忙殺され化学療法室、服薬指導等に関与でき

ない、等があげられる。解決策として腫瘍内科医、緩和ケア医、がん薬物療法専門薬剤師

などの専門家育成体制を整備がのぞまれるが、まずはがん専門病院との連携が必要と思わ

れる。又各診療科の間の診療・教育・研究に関わる横断的連携の整備が必要である。 

（２）新規領域への分子標的治療薬の導入（高橋） 

従来分子標的治療が存在しなかった領域（頭頚科、整形外科等）における新規の分子標的治療薬

の導入について、がん研有明病院の腫瘍内科医・各診療科医師、外来看護師、外来治療センター

看護師、外来担当薬剤師による検討を行い、チーム医療による安全な治療導入とマニュアル作成

を行っている。更に他の３病院、東京都がん拠点病院での利用についての検討を行う。 

分子標的治療治療の導入は患者に大きな利益をもたらしたが、従来とは異なる多彩な有害事

象を伴う．2012年9月に軟部肉腫に対して承認され11月中に薬価収載予定であるpazopanib
はマルチナーゼ阻害（血管新生阻害）薬で、肉腫領域で初めての分子標的治療薬であるが、

手足症候群、疲労、高血圧、食欲不振、下痢、口内炎、肝障害、甲状腺機能低下など広範囲

の有害事象を伴い、時にGrade 3以上になる．分子標的薬の投与量、休薬、再開、減量、中
止、また有害事象への対処の方法は主治医だけでなく当直医、コメディカル、患者自身にと

って難しく、治療効果を最適化するためには、適切な有害事象のマネージメントをおこない

ながら長期間の継続投与を可能とする必要がある。軟部肉腫を主に取り扱う整形外科では初

めての分子標的治療薬導入となり、医師、看護師ともに経験が不足している。がん研では臨

床腫瘍医と外科系の医師、さらに循環器医や内分泌医などの特定の有害事象に専門に対応す

る医師、そして看護師、薬剤師などによる集学的チームを形成している。薬価収載前に勉強

会にて治療のエビデンスや主な副作用をチームで把握し、それを踏まえて、副作用対策や処

方法等の統一を行い、さらに医師、薬剤師、看護師の役割をマニュアルに明記した。複数科

の医師・薬剤師・看護師を含めた医療チームが情報を共有することにより、経験不足を補い、

安全で効果的な治療環境を提供できると考えられる。がん研でのマニュアル・チーム医療体

制の立ち上げ／検証後、他の３病院、東京都がん拠点病院での利用の検討を行う予定である。 

（３）客観的なチーム医療推進状況評価およびアウトカム評価の基準作成と利用（高橋、伊藤、

山内、中根、斉藤） 



チーム医療推進状況とそれによる治療内容／患者ケアの改善を客観的／科学的に評価する

ためには、（１）に見られる様に、患者数・分布、スタッフ数、設備、病院の特徴などが異

なるがん拠点病院全体で測定しうるチーム医療評価体系の確立が必要であり、その中に患

者側の視点を取り入れたものでなくてはならない。 

医療の質を客観的に評価する指標としてQuality indicator (QI)が注目されている。一般に
はガイドラインープラクティスのGapを測定し、改善することで治療効果（アウトカム）を
改善させることを目指すものであり、本邦でも五大がんにおいて、ガイドラインまたはコ

ンセンサスに基づくQI指標が策定されている（がん対策における管理評価指標群の策定と
その計測システムの確立に関する研究班）。ただし、がん治療においてアウトカムの評価を

どのように行うかは明らかにされていない。 

化学療法のチーム医療についてエビデンスが確立しているわけでないが、コンセンサスによ

りある程度QIを作成することは可能と考え、まず研究班において作成を開始した。１）
Cancer boardその他の病院診療体制、２）レジメンの管理、３）看護師の関与、４）薬剤師
の関与、５）外来治療室の体制、６）治療時および有害事象のチェック体制、７）安全対応、

８）患者のサポート体制、に分類して、それぞれ4-8項目のQI指標を作成し検討中である。
またアウトカムとしては１）安全（SAEの頻度、Toxic deathの頻度、減量・休薬の頻度）、
２）効果（奏効率、PFS、OS）、３）患者満足度、精神状態（治療所要時間、満足度、不安
度・うつ度）などをあげて検討している。 

今年度中に、東京都がん診療連携協議会に参加しているがん拠点病院における実情をこれらの指

標を用いて調査すると共に、各研究者施設の外来治療センターの患者へのアンケートを行い、現

状の問題点をさらに明らかにすることによって、どのような介入方法が最も有効かを検討する。 

 
３．研究成果の意義及び今後の発展性 

今回はがん拠点病院でもそれぞれ全く異なった性格を持つ病院におけるチーム医療推進の

問題点を明らかにすると共に、分子標的治療が今まで未導入の臓器領域においてチーム医

療を進めることにより迅速円滑な導入を図った。更に、チーム医療推進状況の評価体系を

確立するためにQI指標を用いてプロセスーアウトカムを評価する試みを行った。これらは
今まで行われていない研究であり、これらの結果をさらに他の拠点病院に広げていくこと

により、科学的な評価に基づいて外来薬物療法の標準化、チーム医療の推進が図れると期

待される。 

 
４．倫理面への配慮 

当研究は直接患者に介入するものではないが、疫学研究に関する倫理指針と臨床研究に関

する倫理指針に従って行い、患者を対象とする場合にはプライバシーの保護、研究協力の

任意性、得られる研究成果の医学的貢献度などについて患者ないし保護者に十分に説明し

たうえで書面による同意を得る。 

研究の結果は専門雑誌や学術集会などで公表を予定しているが、その場合学術的に必要な

項目に限定し、患者の特定につながる情報を公開しない。 
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