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１． 本年度の研究成果 
（ⅰ）過去 3 年に亘り乳癌治療に関する検討を、日米ガイドラインを基に個々に実施

してきた。本年度はその総括篇として日米双方のガイドライン作成に携わった

医師と相対し、直接比較討論を行い、それを公開した。また、社会問題となっ

ている医療経済問題を取り上げると共に、再発リスクならびに治療効果予測検

査法の経済評価を含む有用性についても検討を行った。 
（ⅱ）NCCN ガイドラインの紹介 

NCCN の協力を得て、NCCN が作成する米国の「乳癌関連ガイドライン」な

らびに「補助療法に関するガイドライン」を、そして、改訂版もその都度、翻

訳、紹介した。（因みに WEB 開設後約 3 年経過した 2008 年 12 月現在､約 80000
人の閲覧があった。）  

（ⅲ）乳癌診療ガイドラインに関するアンケート調査 
   乳癌診療ガイドラインの普及状況につき、厚生労働省指定がん診療拠点病院と

日本乳癌学会認定施設等を中心に、病院・施設に送付してアンケート調査を実

施した。 
● 乳腺専門医の回答数〈数（%）〉 
  

アンケート総数 ： 1,304 → 回答数 ： 497（38.1） 
乳腺専門医 ： 64

2
→ 回答数 ： 409（63.7） 

 
● 平成 18 年・平成 20 年アンケート対比 
   

項目 乳癌学会 NCCN St.Gallen その他 

平成 18 年日本乳癌学会・診療ガイドラ

イン委員会が実施したアンケート結果 
34％ 12％ 53％ 1％ 

平成 20 年 JCCNB が実施したアンケー

ト結果 
37％ 17％↑ 45％↓ 1％ 

 



２． 前年までの研究成果 
米国臨床腫瘍学会（ASCO)およびサンアントニオ乳癌シンポジウムなどでの最新

のエビデンスに基づきタイムリーにガイドラインを作成することで定評のある

NCCN（National Comprehensive Cancer Network)と連携し、世界の標準治療を

遅滞なく配信するシステムを WEB 上に構築した。（初年度）その際、日本の実情

に照らし合わせて、すぐに臨床応用できない部分や日米の診療ガイドラインとの相

違点を抽出した。そのうえで、インターネットもしくは公開討論会にて意見交換を

行った。（初年度 2 年度）また、各種ガイドラインの相違点が容易にわかるような

日米両国の比較表を日米両語で作成して配信した。（2 年度）その際、病期を決定

するうえで重要な病理診断基準の比較も一部行った。（2 年度） 
上記のごとく①診断（2－3 年度） ②手術（初年度） ③薬物療法（2－3 年度） 

④放射線治療（初年度） ⑤緩和ケア（2－3 年度）を 2 年に分けて実施、検討し

てきた。 
また、NCCN がん診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝのうち､これまでに､①乳癌診療 ②悪心･嘔吐対

策 ③癌診療における骨髄増殖因子 ④成人がん性疼痛 ⑤乳癌の検診･診断 乳癌ﾘｽ

ｸ軽減 ⑥遺伝性乳癌･卵巣がん症候群 ⑦高齢者がん ⑧成人の癌性疼痛 ⑨癌およ

び治療に伴う貧血 ⑩発熱および好中球減少 ⑪静脈血栓症 を翻訳し､WEB 上で公

開した｡ 
 
３． 研究成果の意義及び今後の発展性 

ＷＥＢサイトのアクセス件数（約 80000 件）に見られる如く、NCCN 診療ｶﾞｲﾄﾞ

ﾗｲﾝの翻訳と WEB サイトに登録したことにより世界の標準治療の動向が遅滞なく

我が国にも伝えられるようになった｡なお、本サイトは、米国ＮＣＣN にも公式に

認められ、NCCN のＷＥＢサイトからも閲覧できるようになった。過去３年間の

研究成果として、日本の乳癌診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝにおける問題点である 
①改訂の間隔 ②ｺﾝｾﾝｻｽの取り方 ③未承認薬､医療機器等④保険制度の違いが明

らかとなったが、今後も引き続き、定期的な意見交換を行い、根幹を共有すること

で、共通の尺度で医療の質を評価し向上させることに寄与するシステムの構築を継

続していく予定である。 
本研究により、標準治療を実践する上で根幹をなす乳癌診療ガイドラインの策定

方法、内容、アウトカムの分析手法における日米間の相違が明確化し、世界の標準

治療を遅滞なく日本に導入するための課題が明らかとなった。この成果およびＮＣ

ＣＮの日本語版は、ＷＥＢサイトにて公開されており、引き続き医療関係者のみな

らず、患者やその家族等の利用も可能となっている。人種差や保険制度の違いを勘

案しつつ、根幹を共有することで、共通の尺度で医療の質を評価し向上させること

に寄与することが今後も期待できる。 
 



４． 倫理面への配慮 
  特になし 
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