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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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Abstract

¶1eCancerboardconductsconferenceswheresurgeons,physicians,medicaloncologists,ther-

apeuticanddiagnosticradiologists,pathologists,andparamedicalstaff,includingnurses,pharma-

cists,andmedicalsocialworkers,participate.neobjectiveofthecancerboardistoprovidethe

besttreatmentoptionsavailableincludingsurgery,chemotherapy,radiationtreatment,andpallia-

tivecaretoeachcancerpatient.Theimportanceofthecancerboardhasbecomemorepro-

nouncedbecausemultimodalitytherapyhasbeenproventobeabettercancertreatmentoption.

Moreover,theunderstandingofcancercellshasundergoneaparadigmshiftinrecenttimes.An

Oncogenicdrivermutationhasbeenshowntoinducesustainedproliferativesignalinginmany

solidhumantumorsandresultedinsignaladdictionofcancercells.Atailor-mademoleculartar一

getedtherapybasedontheunderstandingofsignaladdictionhasreportedgreatsuccess.Itwillbe

criticaltounderstandcomprehensivemolecularmechanismspresentincancercellstoselectthe

optimumtreatmentincludingsurgery,radiationtherapy,andchemotherapy.Therefore,medical

oncologistswillplayamoreimportantroleinthecancerboardinthefuture.Itisvitalthatthe

membersofthecancerboardworkasateam,basedontheconcept"oneforall,allforone".

Keywords:Cancerboard

我が国のがん対策は,平成 18年に成立 したが

ん対策基本法に基づ く ｢がん対策推進基本計画｣

(平成 19年間議決定)により推進されてきた.こ

のなかで改定された ｢がん診療連携拠点病院の整

備に関する指針｣(平成 20年 3月)により,肺癌,

胃癌,肝癌,大腸癌,乳癌のいわゆる =五大癌"

について,手術,放射線療法及び化学療法を効果

的に組み合わせた集学的治療及び緩和ケアを提供

する体制を持ち標準的治療を提供すること,"キャ

ンサーボー ド"を設置 し定期的開催すること等が

地域がん診療連携拠点病院の指定要件となった 1),

=キャンサーボー ド日の定義は,｢手術,放射線療

法及び化学療法に携わる専門的な知識及び技能を

有する医師その他の専門を異にする医師等による

がん患者の症状,状態及び治療方針等を意見交

換 ･共有 ･検討 ･確認等するためのカンファレン

ス｣である.

こうして耳慣れなかった "キャンサーボー ド''

という言葉が,全国に広 く知られるに至った.し

かし,キャンサーボー ド設置は施策の方法論であ

って,目的はあくまで,目鼻も適切ながん診断,隻
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学的治療が全ての癌患者に行なわれること"に他

ならない.この目的に向かって運用されなければ,

キャンサーボー ドを設置 したとしても "仏造って

魂入れず"となる.キャンサーボー ドにとって最

も重要な =魂''は,正に医療者たる私達の意識改

革にある.医師は,治療決定の重責を全 うするた

てきた.しかしながら,近年のがん診療における

各専門分野の進歩には目覚 しいものがあり,診断,

治療全てにおいて変革が生 じている.このような

日進月歩のがん診療において全ての診断,治療の

決断を一人で為すことが,必ず しも患者 さんにと

って最良の治療選択に繋がらない危険性を苧むよ

うになっている.病理診断 (分子病理診断,遺伝

子診断等),手術療法 (胸腔鏡 ･腹腔鏡手術,縮小

手術,機能温存手術,ロボット手術等),放射線療

法 (定位治療,強度変調治療,画像誘導照射,粒

子線治療等),化学療法 (術前 ･術後化学療法,ホ

ルモン療法,分子標的治療薬,免疫療法等),緩和

ケア,全てに精通 し,経験 を有することはもはや

現実的とはいえない.キャンサーボー ドは,これ
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キャンサーボード
定期的な合同カンファレンス､臓器 ･領域別 ･各科別等で開催

対象症例 ;診断が困難な症例t治療方針の難しい症例等

破棄な捗斬

最適の鱒療方針

手術
化学療法

放射線療法

症状の緩和等

･主治医

･外科系医師

･ 内科系医師

･放射線科医

･病理医

･緩和ケア医等

--･-･以下の鴨札が参加する場合もある｡･- ･- -

･看護師
･薬剤師等

･その他の
コメディカル

図 1

ら専門分化し高度に進歩した知識 ･技能を統合し

て最良の治療に結びつける場でなければならない

の患者の治療を検討し,遂行するチームであると

いう意識形成が必要である.

キャンサーボー ドは臓器別に行われる.癌細胞

はそもそも由来する母細胞に近い分化形態,機能

を有するため,発生臓器ごとに特異性がある.こ

の科学的裏付けとして,特異的な遺伝子変異や蛋

白質発現が知られている.化学療法についても,

発生母細胞毎に異なった感受性を里することが多

く,標準治療レジメンも異なる.同じ腺癌であっ

ても肺腺癌で有効な白金製剤はシスプラチンやカ

ルボプラチンであるに対 して,大腸癌ではオキサ

リプラチンが専ら使用されている.さらに,外科

的治療の技能は臓器別に発展してきた.すなわち,

癌は発生臓器別に異なる性質を有し,治療も異な

っているために,臓器別で治療方針を決定するこ

個々の轟音 . 家族
にとって質の高い

がん医療の提供

厚労省資料より

とが自然な姿であると考えられている.

さて,舶来のキャンサーボー ドという言葉が有

名になったが,これまでに診療科横断的な取 り組

みは成 されていなかったのであろうか.ここで,

新潟大学における呼吸器腫癌を取 り上げてみた

い.新潟大学では,肺癌を主とする呼吸器腫癌の

術前 ･術後症例検討を毎週行っている.これは,

第二外科 (現在の呼吸循環外科),第二内科,病理

部,放射線科 (放射線診断,放射線治療)の四科

により二十年以上前から行われてきたカンファレ

ンスであり,四科合同検討会と称 されている.こ

こでは,標準治療が困難な間質性肺炎や COPD

などの他疾患合併症例,高度な画像診断が必要な

症例などの検討も行なわれ,それぞれの診療科が

持つ診断能力と治療モダリティにより,初期治療

選択をなす場となっている.内科の立場としては,

肺癌に対する化学療法がこの 10年で人きく進歩

し,術後アジュバント化学療法や化学放射線療法
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によってより大きな貢献ができるようになった2).

この四科合同検討会のメンバーは,臨床観察研究,

臨床試験,さらに研修医に対するレクチャーなど,

診療のみならず研究,教育においても協力体制を

敷いている.一方,手術不能,再発肺癌症例に対

応する目的で,内科系カンファレンスが行なわれ

ている.薬物療法専門医,総合内科専門医,呼吸

器学会専門医,がん治療認定医機構認定医,緩和

ケアチーム医,治験センタ-所属医,がん専門薬

剤師や放射線治療医などの多彩な能力を有したメ

ンバーにより化学療法レジメン,緩和ケア,治験

などについて検討がなされる.これはキャンサー

ず,多くの経験と専門的知識を統合することによ

り最良の医療を提供するという =魂"に変わりは

ない.名前は違えども,呼吸器腫癌において診療

科横断的な集学的治療の取り組みは連綿と続けら

れている.

癌腫の臓器別特異性は "キャンサーボード日の

内容と形にも影響する.五大癌それぞれの特徴と

取 り組みについて内科の立場から考察 してみた

い.肝臓癌は背景肝病変として80%以上に肝硬

変または慢性肝炎を有し,HCV抗体陽性約 70%,

HBs抗原陽性約 15%と殆どにC型,B型肝炎ウ

イルスの感染を認める.したがって,多くが内科

での継続的な診療経過中に発症する.エタノール

局注療法 (PEIT),ラジオ波焼灼療法 (RFA),肝

動脈化学塞栓療法なども内科で行なわれることが

多く,マルチキナーゼ阻害剤 sorafenibが初めて

第三相臨床試験で有効性を示すなど,早期の局所

療法から進行期の全身化学療法まで内科が豊富な

治療モダリティを有 している6).したがって,肝

臓癌において内科は極めて大きな役割を担ってき

た.今後も,内科が申し･的役割を演じる中で適切

な肝切除,肝移植,放射線療法を検討する "キャ

ンサーボー ド"となるものと思われる.次に,冒

癌である.胃癌多発地域である東アジアの先進国

であった日本では外科的治療,内視鏡的治療が他

国の追随を許さないほどに進歩した.胃癌治療の

中心は常に手術療法であったが,内視鏡的治療

(EMR,ESD)が発展することで,比較的早期癌症
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例は内科が担当するという他癌腫とは異なった状

況が生まれている.一方で,術前 ･術後の化学療

法が有効であることが報告されるようになり,外

科症例に化学療法を加えるようになった.例えば

日本では,stagen/Ⅲ症例に対して D2部活手術

を行った後は,1年間のTS-1内服が標準治療で

ある.ところが米国では5-FU+ロイコボリン+

放射線療法,欧州では術前 ･術後のシスプラチ

ン+エビルビシン+ 5-FU (またはシスプラチ

ン+5-FU)が標準的治療とされている.直接の

比較はできないが,欧米の化学療法を加えた成績

は日本の手術単独の成績にも及んでいない.この

結果は,集学的治療といってもあくまで外科的治

療がその根幹をなしていることを強く示唆 してい

る5).内科としては,HER2陽性手術不能胃癌で

trastuzumabの有効性が示 されるなど,分子標的

治療薬を併用した化学療法が期待されるようにな

ってきた."キャンサーボー ド"においても化学

療法の進歩とともに今後役割が増すものと考えら

れる.大腸癌は,胃癌と似て内視鏡的治療の進歩

に伴い,より早期な症例を内科が担当している.

異なるのは,大腸癌に対する化学療法がすでに大

きく進歩し,既に外科的治療と化学療法が相補的

な関係になっていることである.術前化学療法に

より手術可能な状態としたり,術後化学療法によ

り大きく生存期間が延長したりと,化学療法は大

きな成功を収めている3).しかし,皮肉なことに

長期間に及ぶ術後化学療法は外科医にとって負担

となり始めている.薬物療法を主体とする内科の

参加によって "キャンサーボード''がより良い形

になることが期待される.最後に乳癌である.局

所療法である手術や放射線療法に加え化学療法が

有効であり,集学的治療が最も成功 してきた癌腫

である4)にも関わらず,新潟大学において乳が

ん治療に内科は参加 していない.外科医が研酉を

積むことで,ホルモン療法,分子標的薬,殺細胞

性抗癌剤全ての治療の重責を担っている.今後も

乳癌に対する化学療法は進歩を続けるものと考え

られ,集学的診療基盤によるチーム医療を展開す

るためにも薬物療法を専門とする内科が参加 した

"キャンサーボー ド"が求められる.
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最後に,"キャンサーボー ド''の未来について,

呼吸器内科の立場か ら考察 してみたい.肺癌では

いち早 く上皮細胞増殖因子レセプ ター (EGFR)

チロシンキナーゼ阻害剤 (TKI)が臨床応用 され,

生存増殖シグナルを変異 EGFRに依存するEGFR

遺伝 子変異陽性肺癌が発見 された 7)8).その後 も

続々と癌化に直接関わる生存増殖シグナルを生み

出す遺伝子変異 (oncogenicdrivermutation)が

発見 され,分子標的薬が開発 されている.これ ま

で全 く同 じであると考えて取 り扱ってきた 山非小

細胞肺癌"が,個々の症例によって異なる遺伝子

変異,分子発現 を持つ とい う inter-patienthet-

erogeneityを理解 し,対応 した治療 を行 うことで

大幅 な生存期間延長 を得 られ ることが証明 され

た.最近では,- -一人の患者の体内で も癌細胞は分

化 ･遺伝子変異により多様化することが分子 レベ

ル で明 らか となってい る. この よ うな intra-

patientheterogeneity 9)10)の克服は さらなる治療

効果の飛躍 を約束 している.これは,分子細胞生

物学的な癌の包括的理解なくして最良の治療選択

ができない時代がすぐそこまで近づいていること

を意味 している.増殖 シグナル制御分子標的治療

秦,免疫制御分子標的治療薬,血管新生制御分子

標的治療薬,分化制御分 子標的治療薬など,多彩

な薬物療法 を適切に選択 し,最大の効果を得 るた

めの膨大な知識 と能力をこれからの "キャンサー

ボー ド日は持たなければならない.また,これ ら

の長期治療は様々な有害事象や経済的問題 を患者

に引 き起 こすかもしれない.癌の分子生物学的理

解 を持ち,恩者をきちんと問診,診察 し,全人的

なケアに至 るまで向きあっていける内科が "キャ

ンサーボー ド"において占める役割はますます重

くなるものと考えられる,
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