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本年度の研究成果
がん対策基本法に基づくがん対策推進基本計画およびがん診療連携拠点病院の
指定要件の見直しにともない５大がん（肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん及び乳
がん）の地域連携クリティカルパス（以下連携パス）の整備が求められた。がん診
療における医療機関の役割分担を進め、がん医療の質の保証と安全・安心の確保を
図ることが必要である。本研究ではがんにおける連携パスの全体像を概括し、代表
的な治療計画を例に地域連携パスのひな型を研究開発する。
【がん診療における地域連携クリティカルパスの目的】
クリティカルパスとは標準化された診断治療体系に基づいて疾患管理の全体像
を可視化、構造化することであり、連携パスは医療機能に応じた役割分担の明示で
ある。すなわちその目的は
第一には医療の質を保証すること、
第二には医療機関の機能分化、役割分担を進めること、
第三にはそれを広く国民に明示すること、 である。
【５大がんの地域連携クリティカルパスの定義づけ】
がん診療連携拠点病院指定要件に示された要件を補強し、研究班としての定義は
「がん診療連携拠点病院と地域の医療機関等が作成する診療役割分担表、共同診療
計画表及び患者用診療計画表から構成されるがん患者に対する診療の全体像を体
系化した表をいう。がん医療の質と安全・安心を保証しかつ均てん化に資する地域
医療連携のツールであり、信頼関係に基づく地域の医療連携ネットワークの構築、
稼働が前提となる。」とした。単に診療計画表だけを準備して患者の転医を促すこ
とがあっては連携診療の質と安全を損なうことになりかねない。
【５大がんの地域連携クリティカルパスの作成指針】
定義に基づき、目的を達成するために下記のごとく作成方針を定めた。
A) 診療ガイドラインに沿って作成する
B) 医療機関の機能と役割分担を明記する
C) 診断、治療、外来、緩和ケア、在宅、看取りまで
D) 拠-病-診-看-在-薬‐連携を包含する
E) 共同診療計画を各疾患の治療法ごとに作成する
F) 連携の意志がある地域の全医療機関が使えるもの
G) 連携を説明し同意を得る
H) 緊急時対応の取り決めを明記する
I) 紙のひな型を提示する。将来的には電子化を見据える
J) 連携医療機関と定期的に協議する場を設ける
【連携パスとして用意するもの】
連携パスとして次の４つを作成する。
（１）医療機関の役割分担表：「平成１８年の医療制度改革を念頭においた医療計

画の見直しの方向性」に示されたものをベースにする。これにより「何でもでき
ます（施設内完結）」の主張を排除したい。
（２）共同診療計画表：オーバービューの計画表は連携パスの本体に当たる。
（３）私のカルテ：患者が携帯し、連携の情報共有ツールとなる。
（４）医療連携のパンフレット：医療連携を広く国民に明示し、啓発する。「病院
に通院する人も近くのかかりつけ医を持ちましょう」を啓発のスローガンとする。
【進捗状況＆年次計画】
本年度（１年目）の進捗：医療機関の役割分担図、乳がん、胃がん、大腸がん、
肺がんの連携パスのひな型を作成した。平成 20 年 12 月中にホームページ公開する
（四国がん公開ページからリンク）。愛媛県医師会のアンケート調査（配布 2883（開
業医 1106、勤務医 1777）回収 983 通（回収率 34%）では約 70%の医師が連携医療に
協力的であり、術後のフォロー、経口抗癌剤の継続、緩和医療の領域で関心が高い
ことが示された。
２年目：1 年目の成果物を検証する。５大がんについて連携パスひな型の数を充実
させる。連携パスを動かすために必要な仕組み、特に地域医療ネットワークの構築、
医療連携室の拡充、連携コーディネーターの育成について検討する。
３年目：検証結果を踏まえて、全国モデルを展開する。関連学会、関連学会誌等に
報告する。
２．
研究成果の意義及び今後の発展性
連携パスは医療現場の必要から発生したものであり、医療提供体制の再構築につ
いて方向性は明確である。本研究班では地域連携パスモデルとパスの稼働を可能と
する仕組みを提案していく。がんの連携パスが質の向上と安心・安全を確保したが
ん医療の推進につながることを期したい。
３．
倫理面への配慮
本研究では患者情報の個人情報は研究対象としない。成果物を利用して各個人の
診療に活用する場合には診療録と同等の扱いとし、診療録等個人情報保護規定を厳
守する。研究、検証には個人情報は抹消してデータを収集・検証する。
連携パスの臨床症例への使用に当たっては使用医療機関の診療情報管理委員会、ク
リニカルパス審査委員会、臨床研究審査委員会等各施設所定の委員会の審査、承認
を得る。
４．
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