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１．本年度の研究成果	 

（１）地域やがん種によるがん医療の特性についての検討	 

がん医療は、がん種ごと、地域ごとに特性があり、その提供体制はそれぞれにより違い

がある。がん種や地域に応じたがん医療の提供体制を検討していくためには、実態に即し

たがん対策を講じていく必要があり、それらをがん拠点病院の制度に反映していくことが

求められている。その実態について定量的かつ視覚的に示し、がん医療の実態を明らかに

することにより、がん対策の現場の担い手であるがん拠点病院のあり方を検討した。	 

方法として、がん診療連携拠点病院現況報告（平成22年10月提出）、平成22年度DPCデー

タを用いて、がん種別及び都道府県別に比較が可能にできるようグラフに整理するととも

に、がん種別及び都道府県別の手術件数及び症例数を、病院ごとに件数に比例した大きさ

の円で地図に配置し、がん種や地域ごとの特性を視覚的に整理した。また、件数について

は、DPC対象病院についてDPCデータを元に、DPC対象外病院かつがん診療連携拠点病院

については、がん診療連携拠点病院現況報告の数値（ただし、全入院件数、全手術数、5大

がん件数のみ）を用いた。件数はすべて年間症例数に換算して表記した。 

	 全がん種の手術件数、入院件数のうち、がん拠点病院が占める割合はそれぞれ 62.4%、

58.6%であった。がん種ごとに比較した結果、5 大がんの手術件数については、肝臓がん

（78.8%）、肺がん(72.3%)が、がん拠点病院に集約化されている傾向にあったが、大腸がん

(50.4%)、胃がん(55.7%)、乳がん(60.2%)では、非がん拠点病院での手術の割合が比較的高

かった。5 大がん以外の手術件数のうちがん拠点病院が占める割合は、軟部腫瘍 92.1%、胆

のう・肝外胆管がん 92.0%、精巣腫瘍 91.6%、すい臓がん 90.4%、食道がん 88.4%、皮膚が

ん 82.0%、頭頸部腫瘍 81.1%、腎がん 75.7%、卵巣がん 76.0%、脳腫瘍 68.8%、子宮がん 68.1%、

甲状腺がん 61.4%、前立腺がん 60.9%、膀胱がん 51.3%であった。	 

	 都道府県別で、全がん種の入院件数のうちがん拠点病院が占める割合についてみてみる

と、大都市圏である東京、神奈川、埼玉、大阪、兵庫、福岡では、がん拠点病院割合が低

かった。それ以外にも、青森、茨城、三重、滋賀、宮崎、鹿児島、沖縄では、非がん拠点

病院の割合が 4 割を超えている状況であった。	 

	 以上より、がん種、都道府県により、がん医療の提供体制は異なっており、がん診療連

携拠点病院の見直しをする際には、これらの点を踏まえた検討が必要であることが示唆さ

れた。	 

	 

（２）新たながん診療連携拠点病院制度の検討	 

これまで、がん対策推進協議会をはじめ、検討会等の多くの場において、がん診療連携

拠点病院制度の見直しについての議論がなされてきている。また、本研究班の全年度まで

の取り組みにより、がん診療を担っている現場の医療従事者が考えている課題と解決策が



明らかになった。がん拠点病院制度に対する期待としては、市民が、がんに罹患しても、

適切ながん医療を受けることができるように「2 次医療圏に 1 か所程度」、がん拠点病院を

配置するという「裾野を広げる」要望がある。その一方で、がん拠点病院に指定される以

上は、標準医療を適切に実施し医療の質を担保すべきであるという「がん医療の質を評価

する」要望がある。これらは、相反する方向性を有しており、両立することが困難な状況

がある。また、現行の拠点病院制度では、2 次医療圏に一か所程度という数の制限があるた

め、大都市圏などでは、適切ながん診療を行っているにもかかわらず、「拠点病院」の指定

を受けることができない状況もある。これらの状況を踏まえて、新たな拠点病院制度のあ

り方について検討を行った。	 

	 まず、がん拠点病院の指定要件を、がん拠点病院の機能を踏まえて、「診療機能」、「連携

機能」、「その他(研究機能等)」と分類した。	 

がん拠点病院の裾野を広げていく議論として、第 19 回がん対策推進協議会で取りまとめ

られた「がん診療連携拠点病院等の今後の役割等について」において、がん拠点病院に準

ずる診療機能を有し、地域連携の拠点となる「がん相談連携拠点病院(仮称)」の整備の必

要性が記載されている。このような議論を踏まえて、拠点病院が有するべき「診療機能」

と「連携機能」のそれぞれについて、「基本要件」と「新指定要件」に分類を行った。	 

「診療機能」の「新指定要件」として、がん医療の質を担保するために、5 大がんを中心

に、集学的治療を実施できる診療体制を有することについて、がん種ごとに数値で評価す

ることについて検討した。集学的治療を行う体制として、手術については「手術件数」を

用い、当該領域の学会が専門医等制度を有し、認定施設に手術件数の条件を有している場

合には、それを新指定要件の参考値として用いた。化学療法については、日本臨床腫瘍学

会の認定研修施設として認定されていることを参考として用いた。放射線療法については、

日本放射線腫瘍学会の認定施設、準認定施設、認定協力施設として認定されていることを

参考とした。全国において、現在のがん拠点病院及び非がん拠点病院を含めて、肺がんに

ついては、手術件数の基準を 85 件とした場合には、それを満たす施設は 151 病院あり、そ

のうち化学療法及び放射線療法の基準を満たす施設は 111 病院であった。手術件数の基準

を 25 件とした場合は、それを満たす施設は 464 病院あり、そのうち化学療法及び放射線療

法の基準を満たす施設は 196 病院であった。乳がんについては、手術件数の基準を 20 件と

した場合には、それを満たす施設は 798 病院あり、そのうち化学療法及び放射線療法の基

準を満たす施設は 208 病院であった。	 

	 新たながん拠点病院制度のあり方について、2 つのモデルについて検討した。A 案は、現

行の制度の加えて、新指定要件を満たしていない病院が他の病院と連携し、クラスターと

して新指定要件を満たした場合、病院群として指定を認めるものとした。その場合、病院

群の中核となる施設を「準がん診療連携拠点病院」とし、連携する施設を「がん診療連携

協力病院」とした。B 案は、現行の制度そのものを見直し、「診療機能」と「連携機能」両

方の新指定要件を満たしている施設を「がん診療・連携拠点病院」とし、「診療機能」の基

本要件と「連携機能」の新指定要件を満たした施設を「がん連携拠点病院」とした。また、

「診療機能」の新指定要件と「連携機能」の基本要件を満たした施設を「がん診療拠点病

院」とした。A 案のメリットは、現行の制度を大きく改変する必要がないこと、現在がん拠

点病院がない 2 次医療圏にも何らかの指定がされた病院が整備されることなどが挙げられ

た。デメリットとしては、大都市圏などで、適切ながん診療を行っているにもかかわらず、



「拠点病院」の指定を受けることができていないことについて対応できないことであった。

B 案のメリットは、病院ごとのがん医療の提供体制に合わせた指定が可能となり、現在がん

拠点病院がない 2 次医療圏にも何らかの指定がされた病院が整備されること、大都市圏の

病院についても「がん診療拠点病院」として指定することが可能となることが挙げられた。

デメリットとしては、現在の拠点病院制度を大きく改変するため、現場に対する影響が大

きいこと、指定のための作業が煩雑になることなどが考えられた。	 

	 

２．前年度までの研究成果	 

（１）がん診療連携拠点病院に関する課題とその解決策について	 

全国のがん診療連携拠点病院（377 施設）に対して、がん診療連携拠点病院に関する課題

とその解決策について、自由記述式のアンケートを実施した。149 施設から回答があり、合

計 169 人からの回答を得た。得られた回答は、内容分析により解析を行ない、意味内容の

類似性・相違性からカテゴリーを作成した。課題、解決策の自由記述より、それぞれ、385、

344 の意味単位を同定した。課題に関する小カテゴリーは、54 に分類され、解決策に関す

る小カテゴリーは 43 に分類された。課題、解決策について共通する大カテゴリーは、18 に

分類された。課題に関しては、がん拠点病院制度が地域の特性を考慮されていないこと、

人材の確保が困難であること、地域における連携体制の構築に関することが多くみられた。	 

	 

（２）市民が求めているがん医療について	 

調査の参加に同意の得られた一般の方々を対象とし、がん医療に関する半構造化面接を実施し

た。その結果、がん医療を行う医療機関に対して、「医療の質の高さ」「医療に関する納得」

が重視されていることが明らかとなった。その一方で、実際にがん患者が医療を受けたと

きに病院を選んだ基準は、「医療関係者の推奨」「家からの距離」「治療を受けられるタイミ

ングの早さ」であり、実際の状況は必ずしも「医療の質の高さ」等を求めて情報収集など

が行われていなかった。	 

	 

（３）がん診療連携拠点病院の機能を支援する全国レベルのネットワークモデルの検討	 

	 全国のがん医療水準を向上させていくことと、全国レベル・地域レベルでのネットワー

クの構築を目的として、医療機関の間で、医療の提供体制の状況について相互訪問の実施

可能性について検討した。相互訪問を行う際の留意点として、困っていることを改善する

ためのアドバイスの実施、お互いに学びあうことを前提とした訪問などがあげられた。	 

	 

３．研究成果の意義及び今後の発展性	 

	 がん医療の担い手であるがん診療連携拠点病院について、全国に適切に配置され、適切

な質のがん医療が提供されるとともに、全国の市民ががんに罹患した時に適切にアクセス

できるような体制が整備されることが望まれており、今後、がん診療連携拠点病院のあり

方について、政府の検討会をはじめ、医療関係者、患者会等で議論が進むことが予想され

る。本研究班の成果については、それらの議論を進めていくための重要な資料となるもの

であり、がん拠点病院のあり方を検討する際に活用されることが期待される。	 

	 

	 



４．倫理面への配慮	 

臨床研究に関する倫理指針及び疫学研究倫理指針を遵守したうえで研究を実施した。	 
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