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１．本年度の研究成果	 

本研究の目的は、ガイドライン作成をより多くのがん種において完結させ、さらに改訂の継

続性を維持していくための適切な環境の在り方を検討することにある。ガイドライン作成・改訂

状況に関しては、日本癌治療学会ホームページ上で公開されている21がん腫および症状緩和、甲

状腺、制吐薬の24ガイドラインの中で、5年以上改訂が無いガイドラインは1領域のみであり、18

領域のガイドラインは3年以内に新規作成もしくは改定が行われており、ガイドラインの作成・

改訂に関しては、一定のコンセンサスが確立されたと考えられる。また、本年度は新たな課題と

して、がん診療ガイドラインの評価と、普及、効果の検証の在り方に関する研究も行った。結果、

本年度にアンケート調査が計画もしくは実施された領域は5領域となり、Quality	 indicatorを用

いた診療動態の変化の検証も2領域で計画されており、ガイドラインの評価と、普及、効果の検

証に関しても一定の成果が得られたが、その適切な在り方に関しては、今後更なる検討が必要で

あると考えられる。ガイドライン作成・公開の環境の整備に関しては、各専門系学術団体および

各横断的ガイドライン公開団体の連携体制構築の必要性が明らかとなり、本邦に適したガイドラ

イン作成・公開の在り方を実現するための「がん診療ガイドライン作成・公開体制に関する協議

会」を設立し協議を行っている。本年度の研究の成果を項目別に紹介する。	 

１）本邦のガイドライン公開体制の在り方	 

がん診療ガイドライン作成・公開体制に関する協議会を発足し、協議を始めている。	 

２）がん診療ガイドライン公開体制に係る日本癌治療学会の在り方	 

	 日本癌治療学会のがん診療ガイドライン公開ページをリニューアルし、2ガイドラインの新規、

2ガイドラインの改定を公開した。	 

３）がん診療ガイドラインの作成・公開体制における国立がんセンターがん対策情報センタ

ーの役割の研究	 

	 我が国で参照することができる、日本語によるがん診療ガイドラインのデータ179件に関し

てデータベースを作成した。作成・公開状況の在り方について検討するための、基本的なデ

ータベースとなると考えられる。	 

４）ガイドライン作成体制の在り方	 

	 診療ガイドラインの評価法に関して、今後は本邦でもQality	 Indicatorの達成度を示す

Clinical	 Qality	 scoreなどによる評価やフィードバックの必要性が示唆された。	 

５）がん診療ガイドラインの作成・公開体制における Minds の役割の研究	 

	 平成 23年 11月の時点で Minds に掲載されている 17のがん診療ガイドラインを中心に癌に関

する情報提供を提供している。また、Minds における診療ガイドラインクリアリングハウス機

能の充実に向けて取り組みを進めている。	 

６）がん診療ガイドライン公表連携の課題とその解決に関する研究	 

本年度の、日本癌治療学会ホームページに公開されている診療ガイドラインへの月平均ア

クセス数は32,360件で、2007年の7.7倍まで増加しており、本ガイドライン公開が、がん診療

の均霑化に一定の役割を担っている可能性が明らかとなった。	 

７）がん診療ガイドラインの公開組織体制の課題	 

	 診療ガイドラインを公開する場合の留意点に関して、法的な利活用の状況から検討した結果、

逸脱の許容性に関する詳細な記載を加える必要性が示唆された。 	 

８）がん診療ガイドラインとQality	 Indicator	 

	 臓器がん登録等のデータを用いた QI 測定を行うことで、臨床現場に新たな負担をかけること

なく、多施設におけるガイドラインの普及状況の把握が可能であると考えられた。	 

９）放射線治療と腫瘍ガイドライン、米国のガイドラインシステム	 

NCCN ガイドラインでの推奨項目の 83％はカテゴリ 2A でありエビデンスレベルが低いがコン

センサスが得られて推奨されている。コンセンサスを得る作業である Panel での議論および各

施設の評価が重要であることが示唆された。	 

１０）欧州ガイドラインの公開体制	 



	 NICE のガイドラインは臨床的エビデンス、経済的エビデンスに加え、患者・市民の意見も考

慮して作成されており、本邦においてもアウトカムのフィードバックが今後の課題であると考

えられた。	 

１１）甲状腺癌診療ガイドラインとエビデンス	 

ガイドラインの全文を英訳しPublishing	 on	 Demand	 (POD)の形で出版した。また、日本甲状腺

外科学会の学会員へのアンケート調査を実施した。	 

１２）肺癌診療ガイドラインとエビデンス	 

TNM 病期分類の大幅な改訂(2010 年)に基づき、2010 年～2011 年にかけて新樹形図の作成と

ガイドライン(WEB 改訂版)の作成作業を行った。	 

１３）食道癌診療ガイドラインとエビデンス	 

	 2007 年 4 月版の食道癌診断・治療ガイドラインに対しアンケートの手法を用いて評価がなさ

れた。現在、2012 年の改訂版発刊に向けて委員会として改訂中である。	 

１４）胃癌診療ガイドラインとエビデンス	 

現在一般向けのガイドラインの作成準備中であるが、病気分類の複雑化に対応した工夫が必

要であり、研究を進めている。	 

１５）肝癌診療ガイドラインとエビデンス	 

	 アンケート調査では各章で評価が若干異なることが判明し、次回改訂時に反映する必要性

が示唆された。今後はWeb公開の問題点の抽出と改善が必要と考えられた。	 

１６）胆道癌診療ガイドラインとエビデンス	 

今年度は新しく第 2 版作成委員会を組織し更新作業を開始した。GRADE システムを採用し、

平成 24 年度に発刊予定とした。	 

１７）膵癌診療ガイドラインとエビデンス	 

2012 年度には第 3 版の出版を予定している。ガイドラインの評価を検証し、問題点や課題を

考察し今後の改訂作業に反映していく。	 

１７）神経内分泌腫瘍ガイドラインとエビデンス	 

本邦での臨床的 NET 研究が熱心な臨床家と病理医などの努力で進んでいて、国内での知見が

集積されてきた。それらを基礎にして、本邦で先進的な NET 診療ガイドライン作成作業が着実

に進行している。	 

１８）婦人科腫瘍診療ガイドラインとエビデンス	 

	 平成２３年度は子宮頸癌治療ガイドラインの改訂版が発刊された。いずれのガイドラインも

作成を担当する学会内外からの客観的な評価と検証の時期に来ており、平成２３年秋から検証

作業が開始される。	 

１９）大腸癌診療ガイドラインとエビデンス	 

ガイドライン 2010 年版英語版を International	 Journal	 of	 Clinical	 Oncology 誌に投稿し

、平成 24 年に雑誌に掲載される予定である。また、大腸癌治療ガイドラインの利用状況を評価

するために、アンケート調査を開始した。	 

２０）前立腺癌診療ガイドラインとエビデンス	 

前立腺がんの診療に対するガイドライン解説書を作成した。また、前立腺癌診療ガイドライ

ン 2006 年度のアンケート評価を実施し、今後の改訂に向かった資料を作成した。	 

２１）皮膚悪性腫瘍診療ガイドラインとエビデンス	 

皮膚悪性腫瘍診療ガイドラインⅠ、Ⅱに対するアンケート調査を実施した。その結果、ガイド

ラインの公開や改訂時期についての有意義な意見が得られ、本ガイドラインの在り方について有

用なデータを得た。	 

２２）制吐薬適正使用	 

制吐薬適正使用ガイドラインの診療現場の評価を検討するための調査研究、および Qality	 

Indicator の選定と評価に関する研究を行う。	 

	 

２．前年度までの研究成果	 

前年度までの研究で、ガイドライン作成・改訂は推進され、2009年度および2010年度に新規作

成・改訂が行われたガイドラインは15領域に及んだ。ガイドラインの構成や評価に関しても

Clinical	 Question方式やアルゴリズムの作成、Agree	 instrumentによる評価など、一定のコン

センサスが形成された。ガイドライン作成・公開の環境整備に関しては、連絡組織の設立に関す



る合意を得ることができ、「がん診療ガイドライン作成・公開体制に関する協議会」の第1回協

議を開催することができた。以上の様に、本邦のがん医療情報提供の根幹を成す情報提供体制に

関して一定の成果が得られ、新たな体制の構築に関する研究の端緒を開くことができた。	 

	 

３．研究成果の意義及び今後の発展性	 

ガイドライン作成と公開の維持は、がん対策基本法の目的のひとつで、がん医療に重要な役

割を担うものである。本研究を通じ、ガイドラインの作成・更新は促進され、作成方法論にお

いても一定のコンセンサスを形成され、評価の在り方に関しても、利用者を重視した評価が実

施されるようになった。これらの成果により、ガイドラインは利用者にとってより利便性が高

いものとなり、本研究は本邦のがん診療の均てん化の推進に寄与することができた。今後は、

ガイドラインによる実際の診療動態の変化および Evidence-practice	 gap の評価など、ガイド

ラインが本邦の医療実態に与える影響の検証が大きな検討課題になると考えられる。公開体制

に関しては、専門系学術団体や横断的組織間で一部重複する業務をそれぞれ独自に行っており、

その役割分担や公開する上でのルールが明確となっていない。これらの問題点に対する対策の

必要性に関して、協議を行う場が形成され、充実した組織体制の構築、情報交換・情報提供の

在り方を策定、利用における便宜性の構築のための環境整備に関する検討を進めている。	 

	 

４．倫理面への配慮	 

	 ガイドラインの作成によってがん診療の標準化と、より安全で効率的な治療に期待が寄せら

れるが、個々の患者の意向が無視されることないよう配慮することが大切である。また、保険

診療などの社会的側面も十分考慮し、ガイドラインによって患者、家族、医療従事者に不利益

が発生しないように配慮している。また利益相反ポリシーの遵守を必要とするため、その確実

な体制造りを要望している。	 
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