
報道関係者各位                    Press Release 

1/2 

 

公益財団法人 先端医療振興財団 臨床研究情報センター

〒650-0047 神戸市中央区港島南町 1 丁目 5-4
Tel: 078-303-9095 Fax: 078-306-1012

http://www.tri-kobe.org

2012 年 7 月 17 日発信 
 

悪性胸膜中皮腫、胸腺がん、膵腺がん、原発不明がん 

４つのガイドラインを新規公開しました 
―NCCN ガイドライン日本語版― 

（公財）先端医療振興財団 臨床研究情報センター(神戸市中央区、以下 TRI と称す)は、NCCN

ガイドライン日本語版サイト（http://www.tri-kobe.org/nccn/index.html）において、 

5 月 15 日に 悪性胸膜中皮腫 

7 月 17 日に 胸腺腫および胸腺がん、 膵腺がん、 原発不明がん 

の合計 4 本のガイドラインを新たに公開しました。 

NCCN ガイドライン（正式名称：NCCN Clinical 

Practice Guidelines in Oncology）は、全米の主要な

21 のがんセンターが非営利目的で結成したガイドラ

イ ン 策 定 組 織  NCCN （ National Comprehensive 

Cancer Network） によって作成された、世界的に利

用されているがん診療ガイドラインです。 

TRI はこの NCCN ガイドライン日本語版を、2010

年からウェブサイトを通じて配信しています。NCCN

ガイドラインの訳は、日本の診療ガイドラインを発行

する学会が監訳・監修したものです。さらにウェブサ

イトでは、本ガイドラインを利用するに当たって注意

すべき事柄（例えば、NCCN ガイドラインと、日本の

診療ガイドラインとの差異など）をまとめた、学会か

らのコメントを閲覧できます。 

今回公開した 4 本のガイドラインは、日本肺癌学会 （悪性胸膜中皮腫、胸腺腫および胸

腺がん） 、日本膵臓学会 （膵腺がん） 、日本臨床腫瘍学会 （原発不明がん）がそれぞれ

監訳・監修を担当しました。 

NCCN ガイドライン日本語版は、すでに公開中の大腸がん領域、泌尿器がん領域、肺がん領域、

婦人科がん領域に、膵腺がん、原発不明がんが加わり、6 つのがん領域、20 本のガイドラインを

閲覧できるようになりました。また、大腸がん領域、泌尿器がん領域に関しては、ガイドラインを新

たに更新しました。（表 1） 

医療に従事されている方々はもちろん、多くの方に本情報を役立てていただければ幸いです。 

▲NCCN ガイドライン日本語版 TOP ページ

http://www.tri-kobe.org/nccn/index.html 
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表 1. NCCN ガイドライン日本語版 ガイドライン一覧 ○･･･年度内更新予定 

公開日 更新日 ガイドラインページ名 ガイドライン名（日本語） ガイドライン数 監修・監訳

2010/1/29 近日更新予定

大腸がん

結腸がん

4 大腸癌研究会
2010/1/29 2012/5/15 直腸がん

2010/3/31 2012/3/5 肛門がん

2010/5/7 2012/3/5 大腸がんのスクリーニング

2010/10/25 2012/3/14

泌尿器がん

腎がん

5 日本泌尿器科学会

2010/10/1 2012/3/5 膀胱がん

2010/10/25 2012/4/18 前立腺がん

2010/10/25 2012/3/14 精巣がん

2010/10/1 2012/3/5 前立腺がんの早期発見

2011/4/1 近日更新予定

肺がん

非小細胞肺がん

4 日本肺癌学会
2011/4/1 近日更新予定 小細胞肺がん

2012/5/15 － 悪性胸膜中皮腫

2012/7/17 － 胸腺腫および胸腺がん

2011/11/4 ○

婦人科がん

子宮頸がん

5

日本婦人科腫瘍学会
2011/11/4 ○ 子宮体がん

2011/11/4 ○ 卵巣がん

2011/11/4 ○ 子宮頸がんのスクリーニング

2011/12/21 ○
乳がんおよび卵巣がんにおける遺
伝的／家族性リスク評価

日本婦人科腫瘍学会
日本乳癌学会

2012/7/17 － 膵腺がん 膵腺がん 1 日本膵臓学会

2012/7/17 － 原発不明がん 原発不明がん 1 日本臨床腫瘍学会
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臨床研究情報センター （TRI） について 

臨 床 研 究 情 報 セ ン タ ー （ TRI: Translational Research 

Informatics Center）は、アカデミアにおける初めてのデータ

センター・解析センターとして、2003 年に文部科学省と神戸市

によって創設された施設です。臨床研究・臨床試験を主導する

すべての研究者と医師に対して、研究相談を受け付け、計画の

策定から解析までを一貫して支援しており、現在までに支援し

てきた臨床試験・臨床研究は 150 件を突破しています。 

TRI のミッションは、がん、心臓病、脳卒中、アルツハイマー病などの難治性疾患の標準治療を

革新し、新たな診断･治療･予防方法の開発を促進することです。そのため、様々な臨床試験・

臨床研究のプロトコルの作成支援から統計解析、論文作成に至るまでを包括的に支援すると同

時に、標準治療の普及を目的に 2005 年から米国国立がん研究所（NCI）の包括的がん情報

PDQ(Physician Data Query)の日本語版の配信を中心とした「がん情報サイト」を運営、2010

年から「NCCN ガイドライン日本語版」を運営しています。詳細はウェブサイトをご覧下さい。 

http://www.tri-kobe.org 
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