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1. 本年度の研究成果	 
本研究は、日本国民への信頼性の高い診療情報提供のために、がん診療の基本的データベー

スとなる、臓器・組織がん登録のデータの質の向上の方法論を考案し、そのデータベースを用

い、がん診療ガイドラインの普及促進による診療動向と治療成績の変化に関する研究を行うこ

とにより、本邦におけるがん診療の質の向上に寄与することを目的としている。本年度は初年

度であるため、各領域における臓器がん登録の現状および診療ガイドラインへのフィードバッ

クの在り方に関する研究を行った。臓器がん登録は各領域ごとに行われており、一部領域にお

いては非常に精度の高いものとなっており国際的にも評価を得ているが、全体としては、登録

率の低さ、個人情報の扱い、地域がん登録や院内がん登録やNCDなどの他の登録事業との重複

などの問題点が指摘され、これらの問題を解決するためには、法的整備が必要であるとの意見

が多くみられた。また、診療ガイドラインへのフィードバックに関しては、前述したような問

題から、現状ではアウトカム指標として臓器がん登録を活用することは困難であるが、プロセ

ス指標としてQuality	 indicatorを用いた診療動向調査が一部領域で行われ、その有用性が報

告され、他の領域でも同様の研究が開始されようとしており、結果が期待される。本年度の研

究の成果を項目別に紹介する。	 

１）日本癌治療学会としての登録推進体制とガイドライン評価体制	 

がん診療ガイドライン公開の在り方については、特に旧版のガイドラインを広報しない様に

委員会に提案して解決した。評価の在り方については、ガイドラインの形式だけでなく、内容

についての評価を行う必要がないか委員からの提案があり、今後の検討課題となった。	 

２）神経内分泌腫瘍の登録体制とガイドライン評価体制	 

	 膵・消化管NET診療ガイドライン案を作成し、既に、日本消化器外科学会、日本膵臓学会、

日本内分泌外科学会において、公聴会を開催し、最終案がまとめられた。	 

３）皮膚悪性腫瘍の登録体制とガイドライン評価体制	 

	 皮膚リンパ腫診療ガイドライン2011年改訂版を作成し、その英語版を学術雑誌へ掲載し

た。悪性黒色腫と皮膚リンパ腫の疫学調査と登録体制を強化し、他の皮膚癌の登録も順次

進める予定である。	 

４）甲状腺癌診療の登録体制とガイドライン評価体制	 

	 2010年度版の評価としてアンケート調査を行った。フローチャート方式の導入やオンライン

での公開、頻回な最新情報への更新などの要望が多かった。がん登録については、NCDとの連

携を強化し、甲状腺腫瘍包括的診療指針に反映していく必要性が示唆された。	 

５）本邦のガイドライン公開体制の在り方	 

	 ガイドラインの web 上での公開に関して、ガイドラインの旧版が掲載されているサイトは、

昨年は 29.1%であったのに対し本年は 0%となっており、情報の正確性に関しては明らかな改

善を認めた。最新版の web 化状況に関しては 63.6%であり、昨年と変化なく、迅速な web 化

のための体制作りが急がれる。	 

６）放射線領域のがん登録とがん治療ガイドライン評価の考え方	 

現在わが国では日本放射線腫瘍学会(JASTRO)が主導してのがん登録は行われていない。

ASTRO では National	 Radiation	 Oncology	 Registry(NROR)が前立腺癌を手始めに開始されよ

うとしている。	 

７）婦人科腫瘍診療の登録体制とガイドライン評価体制	 

	 最新の治療ガイドラインの評価として、第 54 回日本婦人科腫瘍学会において、参加者（約

千名）に対して、利用状況、使用目的、有用性を中心にアンケート調査を行う。	 

８）がん登録にかかわる法律制度の現状と課題	 

	 健康増進法、がん対策基本法、および個人情報保護に関する法令について精査し、各法令の



相互の関係を整理した。また地域がん登録の死亡小票情報の記録・保管について検討し、現状

においてその目的外利用が制限されていることが課題として考えられた。さらに社会保障・税

番号大綱の観点から検討を加え、将来の番号制度との関係に留意する必要があると考えられた。	 

９）食道癌診療の登録体制とガイドライン評価体制	 

日本食道学会の2011年の登録(2003年の症例）では4500例/年が登録され詳細な検討がなされ

ている。一方、日本胸部外科学会の登録では2009年の登録では約1万例の登録がなされており

両者ともに登録数は増加傾向にある。	 

１０）肝癌診療の登録体制とガイドライン評価体制	 

肝癌領域の現状としては、臓器がん登録は日本肝癌研究会の体制が確立されており、診療

ガイドラインや取扱い規約への活用と validation が日常的に行われている。Quality	 

indicator も策定されているが十分普及しているとは言えない。今後は Quality	 indicator

の実測を多施設でさらに進めるか、追跡調査項目の工夫・修正するか、現在改訂中の診療ガ

イドラインにどう反映させるかなどの課題が抽出された。	 	 

１１）NCDとがん登録体制について	 

National	 Clinical	 Database	 (NCD)は2011年より症例登録を開始し、2011年度は消化器外

科領域では約61万例の手術症例が登録され、そのうち悪性腫瘍を対象としたものは22万例に

及ぶ。すでにこの領域のがんでは、TNM第7版の入力項目を実装することから、臓器別がん登

録の詳細項目を含むがん登録とともに、地域・院内がん登録との連携が課題となる。	 

１２）制吐薬の診療効果の実態とガイドライン評価体制	 

平成 24 年 12 月から制吐薬適正使用ガイドラインの評価を行うために Quality	 

Indicator(QI)を作成し、guideline-practice	 gap を測定する。本ガイドラインの普及を調

査するためにアンケートを行い、1500 件の回答を得た。現在、内容を解析中である。	 

１３）がん診療ガイドラインとＱＩについて	 

大腸癌研究会会員96施設の約 4万 6000例において、10年間の診療実態の変化を観察した。

調査項目を少数、かつ準備しやすいものにしたことで、短期間の間に多くの施設からデータ

の提供を得ることができた。このように、調査の主旨そのものには臨床現場の賛同は得られ

ており、負担が軽い手法であれば、ひろく協力が得られると考える。	 

１４）乳癌の登録体制とガイドライン評価体制	 

	 2012年度からは、診療ガイドライン委員会内に、QI(Quality	 Indicator)小委員会を設け、

医療の質評価及び、それに基づく医療の質の評価及び向上を目指すこととした。	 

１５）腎癌の登録体制とガイドライン評価体制	 

	 日本泌尿器科学会では学術委員会の下部組織としてガイドライン評価委員会を立ち上げた。

作成されたガイドラインの評価や治療成績の変化等に関しては今後の課題であり、本研究の他

領域における取り組み等を参考にした上で推進していく。	 

１６）欧米のがん登録状況とその評価	 

欧米諸国で導入されている共通番号制は番号の割り付け方式によってフラット方式、セク

トラル方式などに分類され、運用範囲については、税や社会保障のみに限られている場合か

らあらゆる行政分野にまで拡げている場合まである。本邦においては、税と社会保障制度に

限って導入予定であるが、医療制度への適応拡大が期待される。	 

１７）前立腺癌診療の登録体制とガイドライン評価体制	 

個人情報の問題により、予後調査のみは行えなくなるため、初診症例登録時に予後も入力

できるようプログラムを作成し、確定診断の	 5	 年後を目処に登録を依頼することとした。	 

１８）胆道癌診療の登録体制とガイドライン評価体制	 

今年度は、胆道癌ガイドライン改訂版作成作業を進めた。利用者へよりはっきりとした推

奨を示す目的で、推奨度の決定をエビデンスレベルにのみとらわれない GRADE システムを用

いた。発刊後への影響を見る目的で、胆道癌登録とリンクできるよう準備を開始した。	 

１９）膵癌診療の登録体制とガイドライン評価体制	 

	 現在、2009 年度改訂版および Web 化が完成し、出版数およびホームページへのアクセス数

などについても調査中である。また、2013 年の改訂版発行に向けて改訂委員会および公聴会



を重ねており、同時にガイドライン普及効果についての議論も行っているところである。	 

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。日本泌尿器科学会を中心とし

たがん登録事業とがん診療のガイドライン作成に基づく診療動向および予後調査の結果、前

立腺癌における Stage	 Migration が認められた。	 

２１）胃癌診療の登録体制とガイドライン評価体制	 

2001年度の集積例11261例について、遠隔成績などを解析し、2008年にGastric	 Cancer誌に

掲載した。この研究の成果を基礎データとして、ガイドライン初版出版後の後成績と比較する

ために、登録事業を継続中である。	 

２２）肺癌の登録体制とガイドライン評価体制	 

肺癌登録合同委員会事業は、これまで5回の登録症例数を行っており、登録数は計50,769

例に上っている。その成果は海外学術雑誌に報告され、これまで12編が公表されている。

第2次から第5次事業までの47,306例のデータが次期TNM分類改訂用の資料として提供され、

国際的に当事業は高く評価されている。	 

２３）大腸癌診療の登録体制とガイドライン評価体制	 

	 大腸癌治療ガイドライン 2010 年版の英語版を作成し、平成 24 年 2 月に International	 

Journal	 of	 Clinical	 Oncology 誌に掲載された。遺伝性大腸癌診療の均てん化を目指して遺

伝性大腸癌診療ガイドラインを発刊した。ガイドラインの発刊前後で、実際の臨床現場での

大腸癌診療内容に変化が起きたか否かを明らかにするため、診療動向調査を行った。	 

	 

３．研究成果の意義及び今後の発展性	 

がん登録とがん診療ガイドラインの関連に関して、米国では、プロセス指標として、公的

機関や学術団体が作成したQuality	 Indicator（QI）によるリアルタイムな診療内容アセスメ

ントと診療動向調査が普及しており、アウトカム指標として、NCIのSEER	 programに代表され

る比較的大規模ながん登録のレジストリが存在し、得られた良質なデータは、大規模RCTの結

果と共にガイドラインの推奨における重要な根拠となっており、ガイドラインと診療動向調

査とアウトカム調査が密接にリンクしている。英国においても、Quality	 Outcome	 and	 

Framework	 (QOF)制度により、診療プロセス指標と診療報酬を連動させるなど、欧米において

は、診療動向やアウトカムのフィードバック体制が確立されつつある。本邦においては、QI

やQOFの基礎をなす「標準治療」を定義する診療ガイドラインを各学術団体が作成しており、

詳細なアウトカム調査である臓器がん登録も各学術団体で行っているため、欧米と同様のシ

ステムを構築するのは困難と思われる。本年度の研究では、各学術団体でそれぞれ行ってい

たがん登録およびフィードバックの方法論の問題点が抽出された。来年度は問題点の解決に

向け研究を推進し、本邦の現状に即したシステム構築を目標とする。	 

	 

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重要である。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。個人情報の保護に関しては、「疫学研究に関する倫理指

針」および別添３の「『疫学研究に関する倫理指針』とがん登録事業の取り扱いについて」を

遵守し、「院内がん登録における個人情報保護ガイドライン」、「地域がん登録における機密保

持に関するガイドライン」などの、がん登録と個人情報に関するガイドラインの内容に従い、

最大限の配慮を行う。	 
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