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2外科医の立場からみたcancer board
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癌診療において外科医の果たす役割は大きい.キャンサー ･ボー ドに対する外科医の意識を探

るため,アンケー ト調査を行った.新潟大学医歯学総合病院に勤務する第一外科医師および第二

外科呼吸器グループ医師を対象に,無記名方式で全 31名から回答を得た (回収率 810/a).キャ

ンサー ･ボー ドの認知度については,57%の医師が ｢知っている｣と回答 し,｢知 らない｣とし

たものは 10%に過 ぎなかった.必要性については,70%の医師が ｢必要だ｣ と回答 し,残 りの

30%は ｢分からない｣と回答 した.｢必要ない｣と回答 したものはいなかった.キャンサー ･ボ

ー ドを必要とする理由としては, ｢より良い治療選択につながる｣と回答 したものが57%と最

多であり,次 いで ｢他科 との連携 が容易になる｣(17%),｢診療 レベルの向上が図 られ る｣

(13%)の順であった.キャンサ- ･ボー ドへの期待では,｢多視点か らの合理的な治療選択｣

に繋がることを期待する意見が最 も多かった.一方,キャンサー ･ボー ドへの懸念では,時間調

整の困難 さを指摘する意見が多く認められた.また,治療方針の決定 とその手法に関する不安

も目立った.外科医の多くは,キャンサー ･ボー ドを必要と考えており,より良い治療につなが

るものと期待 している.診療連携強化のメリットを期待する意見も多い一方,多忙のなか,その

実現が可能かどうか,懸念する声 も多い.キャンサー ･ボ- ドの実施にあたっては,実行力を伴

うと同時に弾力的な運用への配慮が必要である.
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は じ め に

近年,チーム医療の重要性 が強調 されてい る.

特 に,癌診療では,単一診療科 による治療で終 わ

ることは少な く,集学的治療 を必要 とす る場合が

多い.この ようななか,癌患 者の治療計画の策定

にあた り,外科,内科,放射線科など,各領域の専

門家が一堂 に集 まり,治療方針 を検討す るキャン

サー ･ボー ド (cancerboard)の必要性 が指摘 さ

れている.新潟大学医歯学総合病院 において も,

キ ャンサー ･ボー ドの開催に向けて,現在,準備

が進 め られてい る.第一外科では,キ ャンサー ･

ボー ドに対す る外科医の意識 を探 るため,アンケ

- ト調査 を行 った.本稿 では,当科 における癌診
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癖の実態を再確認するとともに,アンケー ト調査

をもとに,外科医からみたキャンサー .ボー ドへ

の期待と問題点について考察する.

第一外科の診療状況

1.手術

第-外科の平成 23年の手術件数の総数は 766

件であった.そのうち,悪性腫癌患者の手術は526

件 (68.70/a)であり,うち466件 (84.80/o)を悪

性腫癌の切除手術が占めていた.最も多い手術は,

乳癌手術であり,101件であった.次いで,大腸癌

が91件と多く,胃癌 (60件),肝癌 (50件),肺癌

(34件),胆道癌 (28件),食道癌 (25件)と続い

た.

2.入院患者

第-外科の平成 23年の延べ入院患者数は1,115

名であり,うち主病名記載があった患者は 1,035

名であった.この 1,035名中,悪性腫癌患者は795

名であり,入院患者の76.8%を占めていた,その

内訳は,胃癌患者が最も多く135名,次いで肺癌

(126名),大腸癌 (122名),乳癌 (99名),食道癌

(93名)の順であった.

3.化学療法

現在,第一外科では,術後補助療法のみならず,

切除不能,再発消化器癌患者の化学療法も担当し

ている.平成 23年の外来での化学療法施行患者

の実数は500名,入院での施行患者の実数は 129

名であった (延べ290入院).また,術前補助化学

療法を行った患者は41名,術後補助化学療法を

行った患者は82名であり,それぞれ,切除患者の

9.2%と18.4%にあたった.

アンケー ト調査

1.日的

当院におけるキャンサー ･ボー ドの開催にあた

り,キャンサー ･ボー ドに対する当院外科医の理

解と意識を探るため,アンケー ト調査を行った.
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2.対象と方法

平成 24年 6月30日現在,新潟大学医歯学総合

病院に勤務する第 ･外科医師および第二外科呼吸

器グループ医師を対象とした.アンケー ト票を個

別に配布 し,無記名方式で回収 した.質問は 5項

目からなり,キャンサー ･ボー ドの認知度,必要

性,その理由,キャンサー ･ボー ドへの期待,そ

して懸念について質問 した.キャンサー ･ボー ド

への認知度,必要性,その理由については選択肢

形式で,キャンサー ･ボー ドへの期待と懸念につ

いては記述形式で回答を得た.全 31名から回答

があり,回収率は81%であった.回答者の専門領

域は,呼吸器が 4名,乳腺が 1名,胃 ･食道が 7

名,肝胆牌が 9名,大腸が 7名,後期研修医が 2

名であった.

3.結果

1)｢キャンサー ･ボー ドを知っていますか｣

認知度に関する質問では,57%の医師が,簡単

に説明できる以上に ｢知っている｣ と回答 した.

｢少 し知っている｣と回答 したもの (13%)を併

せると,7割の医師がキャンサー ･ボー ドを知っ

ていると回答 した (図 1:上段).また,特任助教

以上のスタッフ19名でみると,｢知っている｣ と

回答 した頻度はさらに高 くなり,74%にのぼっ

た.一方,キャンサ- ･ボー ドを ｢知 らない｣ と

回答 したものは全体の 10%に過ぎなかった.

2)｢キャンサー ･ボー ドは必要だと思いますか｣

上記質問に対 しては,70%の医師が ｢必要だ｣

と回答 した.残 りの 30%は ｢分からない｣と回

答 し,｢必要ない｣ と回答 したものはいなかった

(図 1:中段).特筆すべきは,キャンサー ･ボー

ドを知っていると回答 した 17名に限ってみると,

1名を除く全員が ｢必要だ｣と回答 した.

3) ｢キャンサー ･ボ- ドを必要と考える最大の

理由は｣

キャンサー ･ボー ドが必要 と答 えた 21名に,

その理由を問 うた.｢より良い治療選択につなが

る｣と回答 したものが最多で,57%を占め,次い
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質問1:Cancerboardを知っていますか?

選択肢

1.知らない

2.言葉は聞いたことがある

3.少し知っている

4.知っている
(簡単に説明できる)

知らない

質問2 :Cancerboardは必要だと思いますか?

選択肢

1.必要だ

2.必要ない

3,分からない

質問3: ｢必要だ｣と答えた方へ
Canc即 boardが必要と考える最大の理由は?

時代の要請

選択肢 倫理性の担保

1.より良い治療選択

2.他科との連携が容易 診

3.倫理性の担保

4.診療レベルの向上

5.時代の要請

6.その他

他科との
横が容易

図 1 キャンサー ･ポ- ドに関す るアンケー ト調度結果

で ｢他科 との連携が容易になる｣(17%),｢診療 (図 1:下段).

レベルの向上が図 られる｣ (13%)の順であった
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4)｢キャンサー ･ボー ドに期待することは｣

上記質問に対 しては,｢多視点からの合理的な

治療選択｣を行う場となることを期待する意見が

11回答と最も多かった.次いで,各種専門家が揃

うことで,医師や病院全体の ｢診療レベルの向上｣

が図 られる,あるいは,研修医や学生に対する

｢教育効果｣を期待する意見が多かった (計 6回

答).また,診療科横断的なカンプアランスを行う

ことで ｢診療連携の緊密化｣が一層図られること

を期待する声も多かった (4回答).

5)｢キャンサー ･ボー ドで懸念することは｣

キャンサー ･ボー ドへの懸念では,その実現可

能性に関するものが最も多かった.｢各科に都合

が良い時間を設定することは可能か｣,｢会議や委

員会が多い大学病院でキャンサー ･ボー ドのため

の時間を作れるのか｣など,時間調整の困難 さを

指摘する意見が計 8回答あった.

次いで多い懸念としては,治療方針の決定とそ

の手法に関するものであった.｢大きな会議になる

ことで,何 も決まらないのではないか｣,結局,

｢トップ同士の話 し合いで決まるのではないか｣,

｢ボー ド内の力関係で決まるのではないか｣など,

5回答が該当した.

その他,｢標準治療 と実施臨床 とのギャップ｣

をどのように埋めるのか,｢治療方針の決定が遅

れるのではないか｣,｢責任の所在が不明確になる

のでは｣という意見が複数みられた.

考 察

平成 19年に閣議決定 された ｢がん対策基本計

画｣では,集学的治療,標準的治療を提供する体

制を確立すべき重点癌として,胃癌,大腸癌,礼

癌,肝癌,肺癌の 5つの癌腫 を指定 している 1).

新潟大学医歯学総合病院では,これら五大癌のう

ち肺癌を除 く4つの癌の診療を,化学療法,緩和

治療を含めて第一外科が担当している.このよう

ななか,第一外科医師を始めとする外科医が,辛

ャンサー .ボー ドをどのように捉えているかは重

要な問題である,今回行ったアンケー ト調査は非
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常にシンプルなものではあるが,外科医の意識に

ついて,いくつか興味深い知見を明らかにした.

い認知と期待があげられる.キャンサー ･ボー ド

の開催は ｢がん診療拠点病院｣の指定要件に挙げ

られてお り,このような社会的動向から,現在,

学会発表や病院ホームページなどでキャンサー .

ボー ドに関する情報 を目にする機会が増 えてい

る.さらに,外科医自身 も日々の診療のなかで,

手術以外の治療の必要性,重要性を実感 しており,

自身の治療選択が正しいものかどうかを常に自問

自答 している.このことは,キャンサー ･ボー ド

の必要性の第 -･に ｢多視点からの合理的な治療選

択｣を挙げていることからも推察 される.今回の

アンケー ト調査結果をみると,外科医は全体とし

てキャンサー ･ボー ドに好意的であり,その実現

によって当院の癌診療のレベルが上がることを期

待 していると判断される.

一方,今回のアンケー ト調査は,キャンサー ･

ボー ドに対する外科医の懸念も明らかにした.そ

の最大の ものは,開催時間の設定である.現在,

第-外科では週 3日の手術 日で平均過15件の全

身麻酔手術をこなしている.当院の性格 上,長時

間の手術が多く,手術 目勤務時間内のキャンサ

ー ･ボー ドの実施は不可能に近い.また,手術後

ち,術後の患者管理,切除標本の整理,あるいは

手術記録の作成など,手術当日は勤務時間外まで

外科医の業務は続 く.このような事情か ら現在,

第-外科で行われている全ての臓器別検討会は予

定手術がない月曜日の夜に集中している.これら

の臓器別検討会には,既に放射線科医,内科医も

任意で参加 しており,実質上はキャンサ- ･ボー

ドに近い内容となっている.キャンサー .ボー ド

の実現には,現在の臓器別検討会を改変 し組織立

てるのが,最良の手段 と思われる.しか し,同一

日時の開催では,放射線科医,腫癌内科医の定期

的,安定的な参加を望みえず,キャンサー ･ポ-

ドの主旨に反する.この間題をどう解決するのか

が,実務的ではあるが,最大の課題といえる.

次いで,多かった懸念としては,治療方針の決

定 とその方法に関するものであった.キャンサ
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一 ･ボー ドでは,臨床エビデンスに基づいた議論

の上でボー ド全体の合意が図られ,最終的に治療

方針が決定 される.しかしながら,大学病院では,

重篤な併存症をもつ高 リスクの癌患者が多く,臨

床エビデンスを容易に当てはめることのできない

症例が多い 2)3).数字に表せない手術 リスクをど

う評価するか,根治を求める患者の気持ちをどう

汲み取るか.このような頁に難 しい判断を迫 られ

る症例を,他科が混在する多人数の会議で,本当

に納得のゆく合意形成ができるのだろうか,多く

の外科医はそこに不安を感 じている.侵襲性は大

きいものの,外科治療は高い根治性という利点を

もつ. 一方,重篤な術後合併症や手術関連死は患

者,家族のみならず,外科医自身も苦 しめる.そ

のため,治療選択とその責任という問題には,外

科医は他科の医師以上に敏感である.キャンサ

ー ･ボー ドの リーダーには,こうした外科の特性

を理解 したボー ドの運営が求められる.

お わ り に

外科医の多くは,キャンサー ･ボー ドを必要と

考えており,より良い治療につながるものと期待

していた.教育的効果や診療連携強化のメリット

を期待する意見も多い一方,多忙のなか,その実

現が可能かどうかを懸念する声 も多かった.治療

方針決定の手続きや権限を不安視する意見も少な

からずあり,キャンサー ･ボー ドの実施にあたっ

ては,実行力を伴うと同時に弾力的な運用への配

慮が必要である.
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