
1　�ASCO（米国臨床腫瘍学会）が提唱
するがん医療制度

　前回は 2013 年 11 月 4 日，ワシントン D.C. に
拠点を置く米国医学研究所（Institute of Medi-
cine；IOM）で開催されたがん政策サミット1）に
おいて議論となったアメリカのがん医療制度の問
題点について重点的に紹介した．出来高払い制

（fee for service）と医薬品償還による収益を基盤
としたがん医療は，より高額な治療薬を処方する
経済的インセンティブとなって医療費の増加に繋
がるばかりでなく，患者とのコミュニケーション
や患者教育，多職種連携，地域連携，丁寧な内科
管理など，診療の質に重要であるものの労力と時
間を要する診療内容に対して適切な診療報酬が支
払われていないことから，結果として予防可能な
救急外来受診や入院が増え，全体の医療費が増加
している可能性が高い，といった議論がなされて
いた．
　これらの問題を踏まえ，米国臨床腫瘍学会

（ASCO）は 2014 年 5 月に Medicare におけるが
ん医療の支払い制度改革の提言書 “Consolidated 
Payments for Oncology Care”を発表し，現状
を打開する改革の骨組みとして 5 つの改革を提唱
した2）．以下，列挙すると，第一に，部分的に包
括支払い制度を導入し，診療のフェーズ（新患・
治療中・治療変更中・フォローアップ中・臨床試
験参加中）に応じた月額包括払い制度を設けるこ
と．第二に，医薬品の医療費償還においては，平
均販売価格（average sales price；ASP）で支払
いを行い，今まで ASP に上乗せして支払われて
いた 6％分の医療費を，化学療法患者の管理基本
料へまわすことで薬剤の選択において医師の経済
的インセンティブが働かないようにすること．第
三に，前項の実施に伴い医薬品償還や診療報酬の
制限によって診療の質が低下しないよう，対策と
し て，QOPI （Quality Oncology Practice Initia-
tive）による医療の質評価制度を導入し，その評
価により診療報酬額の調整を受けるようにするこ
と．第四にクリニカルパス制度を導入し，パスへ
のアドヒアランス率によりプラス（またはマイナ
ス）の診療報酬調整率を設定すること．第五に，

*1 国立がん研究センターがん対策情報センターがん政策科学研究部

米国医学研究所（Institute of Medicine）
がん政策サミット（National Cancer Policy 

Summit）に参加して（2）

特 別 連 載

日本のがん対策の新しい動き
−科学的根拠に基づいたがん対策を進めるために−

岩 本 桃 子 *1 東　　尚 弘 *1

癌の臨床　第 60 巻・第 4号　2014 年 8 月 （79）465



前 回 述 べ た PCMH（Patient-centered medical 
homes）の段階的導入を推奨することが挙げられ
ている．尚，PCMH 導入にあたっては，地域の
医療施設には診療連携を強化するためのインフラ
整備に対する資金が提供され，その後診療連携に
対する報酬加算を受けるためにはヘルスケア認証
機関である非営利組織 NCQA（National Com-
mittee for Quality Assurance）による PCMH の
認定を受けるという案も併せて提言されている3）．
　医療の質を向上させるためのインセンティブを
つける試みは評価に値するが，このような大胆な
改革により地域全体の医療費削減と，医療の質向
上が同時に達成できるかは未知数との指摘もあ
る．この提案が実現されるためには医師の意識改
革のみならず，病院の運営管理においても大きな
システム変更を余儀なくされる．さらに，高齢者
の多いコミュニティーにおいて，PCMH のよう
な取り組みが有効かという検証はまだない4）な
ど，ASCO のモデルを導入するにはエビデンス
が不十分である．
　ASCO の提案と比べ大きな改革を必要としな
いため，より導入しやすい案となっているのが地
域のがん診療所を代表する COA（Community 
Oncology Alliance）の提案である．ここでは，
エピソード（一連の診療）ごとの包括支払い制度
の導入と，地域医療機関が連携を強化することで
診療の質を改善し，医療費を削減することで，そ
の削減分を一部医療機関が受け取ることができる
仕組みである“shared savings”を中心とするモ
デルが提言されている5）．提言では Shared sav-
ings の恩恵を受ける医療機関グループは，患者
満足度調査と 19 の診療の質指標の報告を行うこ
とが求められる．その上で救急外来利用頻度や予
定外入院の減少などにより削減した医療費の一部
を報酬として受け取ることができるようにしよう
というのである．
　Brookings Institute の McClellan 博士の講演に
よると，いずれの制度を導入するにせよ，重視す
べき点は 2 つある1）．一つは，患者の利益に反す
る節約医療が行われないようにするため，医療の
質を継続的にモニタリング・評価するためのイン
フラ整備を行うことである．これには様々な支払

い制度にも共通して利用することができるような
医療の質評価指標の開発も含まれる．アメリカの
がん医療の現状と課題を報告した ASCO の 2014 
State of Cancer Care in America においても，が
ん医療の質を評価するシステムを整備することの
重要性が強調されており，特に地域格差，経済格
差による診療の質の格差が大きいアメリカでは，
全国の医療機関で共通した指標を用い，がん医療
の質を全国的に評価するシステムが望ましいと提
言されている6）．
　もう一つは，医療の質の評価を経済的インセン
ティブと直結させることである．そのためにも質
評価がタイムリーに現場にフィードバックされ，
医療機関が業務を迅速に改善できる環境が整備さ
れることが求められる．診療の質を評価する際は，
患者情報を利用する必要があるため，患者の側に
おいても，診療の質改善のために自身の診療情報
や診療の満足度などに関する情報を病院へフィー
ドバックすることが自分の医療向上のためにも重
要であると自覚する「患者の意識改革」も必要と
博士は指摘していた．
　また，最後に，がん医療費の高騰に対して医療
従事者が日常の診療でできることにも焦点を当て
る必要性があると ASCO Task Force on Value 
in Cancer Care の会長である Schnipper 医師は
力説していた1）．その一例として，「医療の質を
下げることなく，不要な検査や投薬を抑えるため
に医師がするべきこと」を各参加学会がリストし
た米国内科専門医財団（American Board of In-
ternal Medicine Foundation）による“Choosing 
Wisely Campaign”の項目7）に従うことで，アウ
トカムを改善させない過剰なスクリーニング，検
査，診断，治療を抑え，医療費の無駄遣いを抑え
ることができると提案されていた．

2　�橋渡し研究と個別化医療：システム
ズオンコロジークリアリングハウス

　このようながん医療における制度的課題がある
中，新薬や新技術の開発を促進させるためにはど
うすればよいのだろうか．新薬開発には莫大な資
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金が必要であり，上市後のエビデンスの蓄積にも
多くの時間を要する．実際に新薬のコンセプトが
誕生してから，薬剤承認を得，その後より多くの
患者においてエビデンスが蓄積されることで本当
の意味で臨床現場に浸透するようになるまで，17
年もかかるといわれている8，9）．そのような状況
の中，新薬の開発や個別化医療を加速させる取り
組みとして，BIONET というシステムズオンコ
ロジークリアリングハウスの構築が Translation-
al Genomics Research Institute（Tgen）で始まっ
ていると Mousses 博士がサミットの研究開発の
セッションで紹介した1）．
　Tgen では，分子メカニズム，パスウェイ，薬
剤反応モデルなどの基礎医学情報プラットフォー
ムに，がん患者より得たゲノムデータ，臨床デー
タ，画像データ，薬理情報などを追加した BIO-
NET と呼ばれるデータ集積システムをつくり，
基礎医学や創薬の研究者，個別化医療を担当する
医師など様々な研究者がデータを共有するための
クリアリングハウスを構築した．ゲノムデータ，
臨床データ，病理や核医学の画像情報など，属性
の異なるデータを連結させるデータポータルと，
全国の様々な施設に所属する科学者と医師，薬剤
師が効率的に情報交換，意見交換を行えるような
コミュニケーションツールの開発も同時に行われ
ている．遺伝子，分子，組織，臨床レベルの医学
情報全てに精通している人はいないため，様々な
研究機関に所属する専門家が円滑に意見交換を行
えるようなプラットフォームを開発することで，
基礎医学，創薬分子プロファイリング，臨床開発，
個別化医療（臨床）のそれぞれの研究を加速させ
ることができると Mousses 博士は強調していた1）．
　このサミットでは，システムズオンコロジーと
いう概念も紹介されていた．これは，トランスク
リプトーム，エピゲノミックス，プロテオミクス
などのオミクス情報を組み立て，個々の患者にお
いてどの分子病態ががん化に最も寄与しているの
か，生体システムレベルで理解するアプローチの
ことを指す10）．それらの解析により得られた膨大
な情報がどのように関連しているのかを推測する
モデルを個々の患者において作成し，バイオイン
フォマティックス解析により遺伝子異常がどのシ

グナル伝達カスケードへ集約されているのかを調
べ，最終的にはがん化に最も寄与していると考え
られるパスウェイをいくつか絞り込み，それらを
標的とした化学療法のコンビネーションを推定す
る11，12）．理論的には個々の患者の遺伝情報をも
とに，その患者に最も適した抗がん剤を投与する
ことが想定されている．
　このがん政策サミットでは，上記のようにゲノ
ム情報から推測した分子病態モデル（システムズ
バイオロジー）を用いて患者ごとに臨床試験を行
う“N of one （N=1） study”をエビデンスと認め
ることはできないかという考え方も議論にのぼっ
た13）．ある基準を満たした患者群に画一的な臨床
試験を行い，生物統計学的解析を行って治療の効
果を判定する従来の EBM の考え方では，現在ア
メリカで承認されている全ての抗がん剤や分子標
的薬から，多剤併用療法や適応外使用のための臨
床試験を行おうとすると，コンビネーションだけ
でも百万を超える臨床試験を行うこととなってし
まい，現実的ではない．もしシステムズバイオロ
ジーによる知見が十分なエビデンスとして認めら
れれば，臨床試験が加速化することが大きく期待
される．
　一方，アメリカ食品医薬品局（FDA）の in 

vitro 診断薬評価安全局で個別化医療分野のディレ
クターを務める Mansfield 博士によると，現段階
ではシステムズバイオロジーを用いた治療効果予
想は不完全であり，人体実験へと繋がる懸念が残
るため，N ＝ 1 study をエビデンスと認めること
はできないという1）．解釈モデルにより理論的に
は効果があるはずの抗がん剤でも，患者の全身状
態，がんの進行度，合併症の有無，肝腎機能，年
齢，他剤との薬理相互作用，投与スケジュールな
どによる薬剤反応性の個体差があるため，治療効
果を完全に予測することはできていない14）．検体
の採取から，シークエンシング，治療のターゲッ
トとなりうる重要なパスウェイや遺伝子異常の同
定，治療の決定・開始までの時間が診療スピード
に追いついていないことも指摘された．このよう
なシステムに依拠した治療選択は，少なくとも現
時点では，効果が期待できる期間に治療選択が間
に合わない場合や，ガイドラインに準じた治療を
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行う機を逃してしまう可能性があるため，FDA
の見解としては十分なエビデンスとして認められ
るには時期尚早であるとの見解だった．
　個別化医療が技術的に実現可能となっても，非
常に専門的で，かつ膨大なデータを解析するデー
タサイエンティストや生物統計の専門家，そして
そのゲノム解析の結果を臨床へ応用することがで
きる医療従事者などの人的資源の確保は大きな課
題である．検体の採取・管理手順の標準化，シー
クエンシングの品質管理，偶発的に発見された遺
伝性疾患に対する患者告知のプロトコール作成の
他，医師・患者が結果を正しく理解するための教
材なども整備されていかなくてはならない14）．
　UnitedHealthcare のオンコロジー領域の副院
長である Newcomer 医師の講演では，BIONET
のような非常に高額なシステムを立ち上げること
も医療戦略としては重要ではあるが，研究の土台
となるがん登録の精度とスピードを向上させるこ
とや，希少がん患者の登録を強化することなども
研究の加速には重要な役割を果たすことが指摘さ
れ た1）．Group Health Research Institute の
Buist 博士も同様に，既存データに投資をするこ
との重要性を強調していた．様々な臨床データが
存在するものの，多くの場合，データの即時性，
品質，内容，カバー率，使いづらさなどに問題が
あり，上手く活用されずにいる．そのため，登録
とデータ利用の申請プロセスの時間を短縮し，分
子サブタイプ情報，患者報告アウトカム（patient 
reported outcome），治療内容，合併症を含む患
者背景，終末期の情報などをがん登録に加えるこ
とで，幅広い研究者がデータを活用できるように
なる．さらに，このような高額医療の導入にあたっ
ては，新薬や新技術に対する費用対効果のエビデ
ンスが迅速に創出され，そのエビデンスが臨床現
場において迅速に取り込まれることが重要である1）．
新薬や新技術が承認されても，それが以前の治療
法と比べ，コスト的にも臨床的にも，より優れた
アウトカムをもたらすとは限らない．施設の宣伝
のためにも，新技術の価値を評価する前にいち早
く導入する競争もあり，新薬や新技術導入の評価
は十分と言い難い．上市した医薬品が幅広い患者
で利用される中，特に効果が期待できるのはどの

ような患者であるか，特に合併症の発生率が高い
のはどのような患者群であるのか，臨床試験に参
加することが少ない 75 歳以上の高齢者や複数の
合併症を持つ患者に対する安全性や有効性の
ファーマコビジランスデータなど，より臨床的意
義のある疫学データも不足している4）．
　しかし，問題はエビデンスの不足だけではない．
Medline に登録される文献数は年々その数を増
し，ここ数年では 70 万以上の論文が毎年追加さ
れており15），人間の情報処理能力を超えた医学情
報が蔓延している16）．エビデンスの質にも大きな
ばらつきがある中，情報の信頼性を正しく評価し，
最新のエビデンスを常に診療へ反映させること
は，多忙な臨床現場で働く医師にとっては困難な
状況になっている16，17）．

3　 Rapid Learning Health System：
CancerLinQ

　このような知識のギャップを埋めると同時に，
研究の促進，医療の質向上，医療費削減の機動力
となるシステムとして 2007 年に Etheredge 博士
らにより Rapid Learning Health System という
考えが提唱された18）．このアイディアを具体化さ
せたパイロットプロジェクトは様々な臨床分野で
始まっているが，がん医療では CancerLinQ が
2015 年より参加希望施設に導入される予定だ19，20）．
　このシステムは様々な医療機関を受診している
匿名化されたがん患者の電子カルテデータを一つ
のデータシステムに統合させ，臨床現場で活用で
きるように様々な解析・検索機能をつけ，データ
ビジュアライゼーションを追加させた医療データ
プラットフォームである21）．データベースには，
がん登録情報，既往歴，家族歴，社会歴，服薬歴，
受診歴，他科コンサルの結果，病理・画像・検査
データ，診療報酬の請求データなどの情報が含ま
れ，診療録からも自然言語処理技術により情報を
抽出することができるようになっている22，23）．
　CancerLinQ を通して，医師は診療中の患者に
対し，患者背景や合併症の有無などの条件が一致
する患者を検索し，他の患者がどのような治療を
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受けたか，予後はどうであったか調べることがで
きる．Galileo というインターフェイスを用い，
様々な指定条件に該当する患者の生存曲線を描く
ことも可能だ．例えば，ガイドラインで推奨され
ている治療薬が実臨床ではどの程度の期間や量で
投与されているのか，その違いは予後の違いに影
響しているかなど，個々の患者のニーズにあった
情報を手に入れることができる．ガイドラインに
推奨される治療の効果を実際の患者診療の場で検
証することが可能となるだけではなく，エビデン
スが存在しないような臨床的疑問に関しても参考
となるデータを得ることができる．治療中に合併
症が発生した場合も，セカンドチョイスとして推
奨される薬剤とその根拠となるエビデンスへのリ
ンクが表示されるなどの機能もあり，臨床現場で
直ぐに最新のエビデンスを参照することも可能で
あるため，エビデンスが臨床現場で浸透するス
ピードが速くなるだけではなく，医師・患者が臨
床決断をする際の補助的ツールとなりうる．さら
に CancerLinQ はリアルタイムで医療費や QOPI
に必要な診療の質評価のデータを解析する機能も
ある24）．施設間で医療の質を比較することがで
き，評価結果を医療従事者に迅速にフィードバッ
クしたり，標準診療から外れた治療が行われた患
者に対し原因を分析したりすることで，医療の質
向上と，医療費の削減になることが期待される．
　今後はこのシステムにより，新薬や新技術の費
用対効果研究や臨床研究を行うためのデータ収集
の時間が短縮され，エビデンス創出に繋がること
が期待されている．複数の合併症をもった患者や
高齢者に対するエビデンスも収集しやすくなる．
将来的には，臨床試験やがん登録のデータを加え
ることで，より迅速に患者に合った臨床試験を探
し，または臨床試験にあった条件の患者を検索す
ることも可能になるだろう．

最後に

　アメリカではがん医療において，出来高払い制
から部分的な包括医療を取り込んだ質に基づく支
払い制度への様々な改革が導入されようとしてい
る．包括医療は過小医療の懸念があることも共通

認識の上で，それでも議論が包括医療を支持する
方向であったのは筆者には印象的であった．いず
れの取り組みにおいても，医療資源を効果的に配
分する際に患者の利益に反した診療が行われない
よう，医療の質に対する評価とその評価によって
診療報酬が調整されるシステムが盛り込まれてい
る．このような議論からわが国が学ぶことは何で
あろうか．わが国において，医療の質評価を行う
試みは様々な分野で徐々に浸透しつつある．しか
し，それらの規模は依然小さく，継続的に医療の
質を評価するシステムを整備するために必要な資
源も乏しい状況にある．さらに医療の質を評価す
る尺度はどのようなものが最適かに関する議論は
十分とはいえない．医療の質を評価するにあたっ
ても，DPC やレセプトデータには患者の状態を
表す情報が欠如しているため，患者の全身状態，
合併症の有無，患者家族の意向など多種多様な患
者の状況に考慮しつつ，施設横断的に十分な医療
の質のモニタリングと評価を行うにはさらに追加
データを収集しなければならない．また，現診療
報酬制度は，個々の医療行為の量に対しての支払
いが基本であり，質的な評価は主に，施設基準
に基づく様々な加算が認められるのみの評価であ
り，質を評価しているというにはまだまだ不十分
と思われる．医療の質を評価するインフラが整備
されることは喫緊の課題である．
　Tgen の BIONET や ASCO の CancerLinQ の
ようなビッグデータを管理する医療データシステ
ムの構築はわが国でもその必要性が認識されてい
る．しかし，わが国ではそれらのデータシステム
の土台となるがん登録データ，レセプトデータ，
電子カルテデータなどの基礎データの品質管理と
標準化に対する取り組みを進めるという課題が
残っている．この問題を解決することは，データ
システムの利用価値とそこから生まれるエビデン
スの質に大きく影響すると考えられる．
　このように，IOM で議論された課題は基礎研
究から医療政策まで多岐に及んだ．わが国では
様々な分野で活躍する専門家を集結し，網羅的に
がん政策の優先課題を議論する場がないため，基
礎医学研究者や，臨床医，医療経済学者，行政担
当者などの多岐分野間の専門家が一箇所に集ま
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り，活発な意見交換を行う場が必要なのではない
かと考える．

注意
　本稿および先号の内容は，筆者が米国におけるが
ん政策サミットにて見聞した事柄をまとめて紹介し
たものであり，主たる目的は読者の皆様に考えてい
ただくきっかけを提供することにあります．必ずし
も筆者がその内容について，必ずしもこのサミット
で議論された演者の見方を推進するものではないこ
とにご注意下さい．また，国立がん研究センター，
その他の筆者の関係する団体の意見を代表するもの
では決してありません．
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