
新要件を受けた都道府県がん拠点病院等の
活動について

１．都道府県協議会の設置とその活動について
２．PDCAサイクルの確保について
（１）施設としてのPDCAサイクルの確保
（２）都道府県内でのPDCAサイクルの確保

３．地域拠点病院等に対する⽀援について

1

１．都道府県協議会の設置および役割
（各施設、各地域での取り組み）

2

• 協議会において，国に提出した各拠点病院の現況報告書の診療実
績等を資料として配布し，共有を図っていく。（茨城県⽴中央）

• 宮城県に提出された指定要件の現況調査を拠点病院間で相互に共
有し、検討委員会が後述のＰＤＣＡサイクルに基づく評価を⾏う
体制が整備された。（東北⼤）

• 県内拠点病院の地域連携クリティカルパス適⽤件数の集約、がん
登録情報のフィードバックを⾏っている。（九州がん）

診療実績等の共有
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１．都道府県協議会の設置および役割
（各施設、各地域での取り組み）

3

• 「拠点病院」２１病院と、北海道が指定する「指定病院」
１７病院を含めた３８病院で連携し相互に⽀援している。
（北海道がん）

• ⾼度ながん医療や臨床試験の実施・提供、専⾨医の養成と地
域がん拠点病院への配置・派遣等を⾏うことによって連携を
深めてきた。（東北⼤）

• がん相談⽀援センター相談員連絡会議等において情報共有し、
協⼒体制強化を図っている。（九州がん）

がん診療および相談⽀援の提供における連携体制

１．都道府県協議会の設置および役割
（各施設、各地域での取り組み）

4

•地域連携クリティカルパスの⼀覧を作成・共有している。今年度から医科
⻭科連携に取り組むこととした。（秋⽥⼤）

•⽯川県で統⼀した５⼤がんの地域連携クリティカルパスを作成し運⽤して
いる。（⾦沢⼤）

•京都府版地域連携パス（５⼤がん＋前⽴腺がん）を作成。内容についての
検討や、より利⽤しやすく、情報共有しやすいものにするため、協議を
⾏っている。（京都府⽴医科⼤）

•⾼知県がん診療連携パス作成ワーキングでクリティカルパスを作成してお
り、県内病院で共有されている。また同クリティカルパスの⼀覧を本院
ホームページで公表している。（⾼知⼤）

•がん別「私のカルテ」に共同診療計画書を編綴し各拠点病院に配布し、こ
れによりパスを運⽤している。（九州がん）

地域連携クリティカルパスの作成・共有
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１．都道府県協議会の設置および役割
（各施設、各地域での取り組み）

5

• 独⾃の院内がん登録実務者向け研修会の開催。
（京都府⽴医科⼤）

• 各拠点病院から、データ利⽤承諾書を提出いただき、データ
収集を完了した。（⾼知⼤）

• がん登録実務者を対象として「福岡県がん登録情報利⽤を考
える会」を開催して情報共有を図る。また、県内拠点病院の
がん登録情報を集約・分析しフィードバックしている。
（九州がん）

院内がん登録のデータの分析・評価

１．都道府県協議会の設置および役割
（各施設、各地域での取り組み）

6

•放射線治療部会では診療⽀援を⾏う医師の派遣に係る調整を⾏って
いる。また年１回のがん診療従事者として研修会を⾏っている。化
学療法に関しては、県内の拠点病院等にがん薬物療法専⾨医を派遣
している。（東北⼤）

•協議会等において，各拠点病院の状況を報告してもらい，必要に応
じて派遣を⾏っている。また，⼤学への派遣要望も⾏っている。
（茨城県⽴中央）

•すべての拠点病院および地域の基幹病院に，癌診療を主体として医
師の派遣を⾏っている。（岐⾩⼤）

•各医局がその機能を担っている。新たな医師派遣や派遣⼈数変更に
ついては、『地域医療⽀援委員会』において審議の上決定している。
（⾼知⼤）

診療⽀援を⾏う医師の派遣
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１．都道府県協議会の設置および役割
（各施設、各地域での取り組み）

7

•緩和ケアに関する研修その他各種研修に関する計
画を管理している。（秋⽥⼤）

•医師向けに緩和ケアに関する研修会、看護師向け
エンドオブライフケア研修会(ELNEC-J)を開催し、
緩和ケア教育の普及に努める。緩和ケア地域連携
⼿帳について検討、病院と在宅をつなぐツールを
作成。（京都府⽴医科⼤）

がん医療に携わる医師を対象とした研修

１．都道府県協議会の設置および役割
（各施設、各地域での取り組み）

8

•がん患者⽀援情報提供サイト「ぎふがんねっと」を開設、患者向け・医
療従事者向けにがんに関する情報を集約して提供している。（岐⾩⼤）

•メーリングリストによる研修会の案内、模擬カルテを⽤いた院内がん登
録研修、質問対応などを⾏っている。（⼤阪府⽴成⼈病センター）

•公開講座の開催、がん関係講座の共催によりがん診療に関する啓発活動
を⾏っている。（和歌⼭⼤）

•がん情報を「地域の療養情報 おきなわがんサポートハンドブック」と
して、沖縄県内の全てのがん患者とその家族に配布し、かつ協議会ホー
ムページ「うちなーがんネット がんじゅう」でも公開し、かつダウン
ロードできるようにした。（琉球⼤）

医療機関間での情報の共有・広報
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１．都道府県協議会の設置および役割
（各施設、各地域での取り組み）

9

• 速やかに各拠点病院に⽂書やメールで通知、さらに協議会
や専⾨部会で情報共有、意⾒交換等を図っている。
（岐⾩⼤）

• メールや協議会のHPなどで確実に都道府県内で共有される
ような体制整備。（兵庫県がん）

• 年4回の協議会で報告するのみではなく、7つの専⾨部会で
も報告を⾏い、末端まで共有されるようにしている。
（琉球⼤）

情報や国協議会での決定事項が確実に都道
府県内で共有される体制を整備する

１．都道府県協議会の設置および役割
（課題）

•⼤学病院でなければ実質不可能。
•各施設の医師間での調整が主体となっている。

医師派遣が困難

•連携対象となる医療機関が限られ進展が⾒込めない。
•対象となる症例が少ない。

地域連携クリティカルパスの運⽤について

•都道府県内に2か所以上ある場合の運⽤体制。
•ホームページの運⽤体制。

協議会の運⽤体制について

•どこまで何を共有すればよいのか。

診療実績について

10
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２－１．施設としてのPDCAサイクル
（各施設、各地域での取り組み）

11

• 4か年の事業計画を作成し、毎年度、診療実績等を評価している。
（⻘森県⽴中央）

•アンケート調査実施。（秋⽥⼤・⾼知⼤）

•バランススコアカード導⼊している。（栃⽊県がん）

•「院内QI研究会」にて、医療の質を評価している。（神奈川県がん）

•がんパスに関して、上⼿くいかない事例やパス運営⽅法などの問題点や課
題点を踏まえ改訂版作成を検討している。（⼤阪府⽴成⼈病センター）

•事例検討を⾏い改善策を検討し、患者へ適⽤し⽇常⽣活の改善・向上を
図っている。（九州がん）

•症例データベース作成し、⽣存率等を含めた治療成績の評価を⾏ない、診
療の質の向上に努めてきている。（国⽴がん中央）

現状把握・評価

２－１．施設としてのPDCAサイクル
（各施設、各地域での取り組み）

12

• 拠点病院のがんに係る医師、薬剤師、看護師等が参加するが
んチーム医療研究会を開催。（三重⼤）

• 附属病院とがん征圧センターを⼀元化し、臨床に直結する研
究を⾏い、がんの予防から診断・治療・緩和ケアを含めた統
合的がん診療について、より密に連携していく体制を構築し
ている。（京⼤）

情報共有・相互評価・広報

資料8

6



２－１．施設としてのPDCAサイクル
（課題）

• 評価の⽅法が分からない。具体的な内容がイメージできない。

• 評価指標を提⽰する必要がある。

がん患者の療養⽣活の質について

• ネットワーク構築が⼗分でない。
• 地域拠点病院が独⾃に検討したPDCAサイクルについて相互評
価することは難しい。

• PDCAサイクルの具体的な⽅法を教えて欲しい。
• ⾃施設の状況について全国レベルでの⽐較を可能にするために、
共通の評価項⽬を定めることが必要。

情報共有・相互評価について

13

２－２．都道府県内でのPDCAの確保

14

•県内の地域連携拠点病院等の地域連携クリティカルパスの運⽤実績を調査
し、分析・評価した。（神奈川県がん）

•年に２病院ずつを対象とする実地調査の結果を県から報告してもらい、当
該病院からその後の改善策や取組状況を報告してもらう。（信州⼤）

•グループ化による「地域がん診療病院」の指定を⽬指す病院からの相談に
応じて、診療機能等に関する助⾔等を⾏っている。（滋賀県がん）

•拠点病院、医師会、薬剤師会、患者家族の会、事業者、県市町村の⾏政が
集まって、県内のがん検診の受診率、がん治療成績、地域連携の実績等を
収集、分析、評価し、改善を図っている。 （⿃取⼤）

•地域連携・情報専⾨部会の中にがん相談員による「がん相談⽀援ワーキン
ググループ」を⽴ち上げ、県内拠点病院担当者と相談業務の情報共有等活
動を⾏っている。（九州がん）

各施設での取り組み
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２－２．都道府県内でのPDCAの確保
（課題）

• モデルケースを⽰してもらいたい
• 都道府県拠点病院として求められる役割のイメージがわか
ない

• 評価・分析が⾏えていない
• 予算不⾜

PDCAについて

• 具体的な⽅法が分からない。
• 権限が与えられていないため実施が難しい。
• 各病院の事情や地域の特性があり実施が難しい。

実地調査が困難

15

がん診療連携拠点病院の緩和ケアの
PDCAサイクル確保に関する研究

【背景】 • 拠点病院の緩和ケアに関する診療実態は十分ではなく、ケアの質的な面
を継続的に評価し、評価結果を還元できる体制の整備が課題。

• 医療の質を評価する方法の一つとして、外部の専門家が診療内容を評価
するピアレビューがある。

• ピアレビューでは、第三者の視点で診療内容を体系的に評価することで改
善すべき問題点が具体的に示され、自己評価だけでは認識することが難
しい現状を客観的に把握でき、医療の質の向上療サービスの改善が可能。

【目的】 地域内のがん診療連携拠点病院の緩和ケアの質を向上する方法として、ピ
アレビューの実行可能性と効果を検討する。そのうえで、継続的にPDCAサイ
クルを確保していくために、必要な事項を明らかにする。

研究班は外部の専門家メンバーとして施設を訪問してレビュー（2013年実施）

＜目的＞訪問者の評価の視点を明確化

2施設の緩和チームメンバーが相互に施設を訪問してピアレビューを実施

研究班は、その事務局として関係者の調整、実施方法や評価項目の提示（2014年実施）

＜目的＞ピアレビューの事務局機能を明確化

Step1

Step2
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PDCAサイクルの確保 イメージ
【施設】

4.改善
評価に基づく改善
 計画を継続するか、変更す

るか検討する

3.評価
目標の達成状況の確認
 評価指標の情報収集
 評価結果の確認・認識
 関係者間で情報共有

2.実行
計画に基づくがん医療提供
体制の整備
 計画の実施

1.計画
がん医療提供体制の整備
のための計画立案
 目標の設定

 評価指標（診療機能・診療
実績等）の設定

PLAN

DOCHECK

ACT

PDCAサイクルの確保 イメージ
【都道府県】

都道府県拠点または 都道府県

地域拠点 地域拠点 地域拠点 特定領域拠点 地域がん診療

事務局

実地調査
実施調査

 PDCAサイクルを確保するために必要となる体制

• 都道府県内の関係者の調整、情報収集・分析・評価・改
善等を管理する事務局機能

• 都道府県内で情報共有と相互評価のための評価指標
（現況報告などの既存データの活用も含む）の統一

• 都道府県内の実地調査方法等の統一
例1） 複数施設の相互訪問による実地調査
例2） 都道府県内の中心的メンバーが調査委員となり実地調査
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PDCAサイクルの確保 イメージ
【都道府県ごとの事務局機能】

 評価方法（評価指標や実地調査等）の決定

 評価指標に関する都道府県内の情報収集

 実地調査対象施設の選定や相互訪問施設のマッチング

 実地調査のスケジュール調整

 実地調査の手順に関する情報提供（調査方法の指導）

 都道府県内での調査結果を踏まえた改善策の検討、計画作

成のための協議の場の設定

 実地調査結果等、継続的に都道府県内の情報収集、分析・

評価・改善等の実施の管理、情報の公開

実地調査を行う際の留意点

• 実地調査の質を担保するため、オブザーバーやアドバイ
ザーとして地域外の専門家の参加を検討する

• 改善への理解を促すため、当該施設の病院幹部に参加を求
める

• 評価指標等の施設データだけでは見えない、具体的なケア
の提供方法などの質を評価することを目標とする

• 問題点が指摘しやすいように、チェックリストや数値などを用
いた評価を併用したり、統一した調査の視点や質問項目を
設定する

• 当該施設の課題を抽出し、施設の状況に応じた具体的な改
善策を見出すことを目標とする

実地調査を計画するうえで

資料8

10



実地調査を行う際の留意点

• 事前に、実地調査メンバー間で評価指標データ等含む施設情報
を共有する

• 評価指標データだけでは把握できないケアプロセスを評価するた
め、医療スタッフの個別ヒアリングを取り入れる（1・2名対1・2名程
度が望ましい）

• ヒアリングでは、要件に関する問題点や困りごと、バリア等を聴取
するために具体的な質問項目を事前に決めておく

• 調査結果のフィードバックでは、問題点や課題を指摘するだけで
なく、その具体的な改善策を提案する

• フィードバックには良い取り組みに対するポジティブフィードバック
を含める

• 個人評価ではなく施設全体を評価し、改善のためにどのような解
決方法があるか、自由に意見が言える雰囲気作りに努める

実地調査を実施するうえで

☆本研究班の取り組み関するお問合せは

下記までお願い申し上げます。

がん研究開発費

「がん対策の推進に資する診療支援と

研修のあり方に関する研究」班

主任研究者 加藤雅志

E‐mail: maskato@ncc.go.jp
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３．地域拠点病院等に対する⽀援について
（各施設、各地域での取り組み）

23

• 外来化学療法、腹腔鏡下⼿術に関する診療⽀援のために、医
師を派遣している。（群⾺⼤）

• 病理診断科では、地域拠点病院への定期的診療⽀援を⾏って
いる。（新潟県がん）

• 病理診断や画像診断の遠隔診断の⽀援体制は実施されており、
情報提供はできている。（岡⼭⼤）

• 病理医等の派遣を⾏っている。（熊本⼤）

医師派遣、診療⽀援

３．地域拠点病院等に対する⽀援について
（各施設、各地域での取り組み）

24

• テレビ会議システムを導⼊し、⼀同に集まった症例検
討会などを⾏うことを企画中である。（東北⼤）

• 定期的キャンサーボード及び適宜施設間キャンサー
ボードを⾏っており、各症例についても情報提供を
⾏っている。（埼⽟県がん）

• 拠点病院や地域がん診療施設の医師、診療所の医師を
交えた合同の検討会が定期的に開催されている。
（新潟県がん）

症例検討会・研修会
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•各診療科において、地域拠点病院や地域がん診療病院へ
の診療⽀援や研修の受け⼊れを⾏っている。
（新潟県がん）

•地域拠点病院との医師の⼈材交流は、信州⼤学の各診療
科同⼠の⼈材交流の場があり、その情報を共有するよう
にしている。また、がん治療専⾨医の養成として短期研
修などの受け⼊れを⾏っている。（信州⼤）

研修の受け⼊れ

３．地域拠点病院等に対する⽀援について
（各施設、各地域での取り組み）

３．地域拠点病院等に対する⽀援について
（各施設、各地域での取り組み）

26

• 東北がんネットワークの化学療法専⾨委員会と協⼒して、インター
ネットによる症例相談体制を既に構築している。（東北⼤）

• 拠点病院指定病院のセカンドオピニオンの受け⼊れ情報などの情報
収集を⾏い、整理して各病院へ発信している。 （神奈川県がん）

• 電話、県内相談員間のメーリングリストにて、いつでも相談できる
体制をとっている。他院受診中の患者、家族からの相談においては、
その病院の相談員を紹介したり、必要であれば、相談内容をつない
だりしている。（三重⼤）

• 相談部会のメーリングリストで症例相談を⾏っている。（岡⼭⼤）

症例相談・セカンドオピニオン
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•具体的な内容を知りたい。

•医療⼈材が不⾜しており，⽀援が⼗分でない。

•地域拠点・推進病院のみならず、がん診療を⾏う病院
との情報共有と相互評価も、今後の課題で、情報提供、
症例相談及び診療⽀援の体制づくりが必要と思われる。

話し合いたい内容

27

３．地域拠点病院等に対する⽀援について
（課題）

協議会で新たに取り組む事項について

がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針において、
本協議会は、「各都道府県における都道府県拠点病院
を中心とした ＰＤＣＡサイクルの確保及びその実績 」、
「地域連携に関する実績や活動状況」について、情報収
集、共有、評価、広報を行うこととされている。

• 今後、各都道府県で開始されるPDCAの取り組みにつ
いて、本協議会が積極的に情報を収集し、全国で共
有していく。

• 地域連携に関する好事例を収集し、各地域で参考に
できるように、全国で共有していく。

28
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協議会から厚生労働省に対する提案について
（審議事項）

新たな整備指針において、都道府県がん拠点病院は、
都道府県内のがん診療の質を向上させていくために、
都道府県協議会の機能の拡充、PDCAサイクルの確保
の中心的な役割を担う等の新たな機能が定められた。

これらの活動を実施していくためには、都道府県がん拠
点病院の事務局機能を充実させる必要があり、この業
務に専従的に関わる人材配置は不可欠である。しかし、
安定した新たな財源がない状況では、新たな人材の配
置は不可能であり、整備指針に定められた事項の実現
は困難と言わざるを得ない。

したがって、これらの機能を果たすための財源の確保が
喫緊の課題であり、適切な財政措置を行う必要がある。
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